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昭和５５年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1981/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５５年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1981/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５６年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1982/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５６年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1982/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５７年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1983/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５７年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1983/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５８年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1984/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５８年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1984/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1984/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和５８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1984/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和５８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1984/4/1 紙 財務部第１文書庫 2014/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和５８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1984/4/1 紙 財務部第１文書庫 2014/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和５９年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1985/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５９年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 国有財産受渡証書 1985/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５９年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1985/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和５９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1985/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和５９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1985/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和５９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1985/4/1 紙 財務部第１文書庫 2015/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和５９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1985/4/1 紙 財務部第１文書庫 2015/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６０年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1986/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６０年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 国有財産受渡証書 1986/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６０年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1986/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1986/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1986/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産き損報告書 1986/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1986/4/1 紙 財務部第１文書庫 2016/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1986/4/1 紙 財務部第１文書庫 2016/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６１年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1987/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 国有財産受渡証書 1987/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1987/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1987/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1987/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1987/4/1 紙 財務部第１文書庫 2017/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1987/4/1 紙 財務部第１文書庫 2017/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６２年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1988/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６２年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1988/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1988/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1988/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1988/4/1 紙 財務部第１文書庫 2018/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1988/4/1 紙 財務部第１文書庫 2018/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和６３年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1989/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６３年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1989/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

昭和６３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1989/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1989/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

昭和６３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 2019/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄
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昭和６３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 2019/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１０年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1999/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１０年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1999/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1999/4/1 紙 財務部第１文書庫 2029/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1999/4/1 紙 財務部第１文書庫 2029/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１１年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 2000/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 国有財産受渡証書 2000/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2000/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産き損報告書 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 2000/4/1 HDD 電子計算機室 2030/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 2000/4/1 HDD 電子計算機室 2030/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１２年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 2001/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１２年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2001/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１２年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１２年度免税アルコール使用申請・変更等 2001/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 2001/4/1 HDD 電子計算機室 2031/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 2001/4/1 HDD 電子計算機室 2031/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１３年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 2002/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１３年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2002/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１３年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１３年度免税アルコール使用申請・変更等 2002/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 2002/4/1 HDD 電子計算機室 2032/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 2002/4/1 HDD 電子計算機室 2032/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品使用簿 2002/4/1 紙 財務部第１文書庫 2032/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品出納簿(乙) 2002/4/1 紙 財務部第１文書庫 2032/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１４年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 2003/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１４年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2003/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１４年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１４年度免税アルコール使用申請・変更等 2003/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 2003/4/1 HDD 電子計算機室 2033/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 2003/4/1 HDD 電子計算機室 2033/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品使用簿 2003/4/1 紙 財務部第１文書庫 2033/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品出納簿(乙) 2003/4/1 紙 財務部第１文書庫 2033/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 2004/4/1 HDD 電子計算機室 2034/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１５年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 2004/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１５年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 国有財産受渡証書 2004/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１５年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2004/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１５年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１５年度免税アルコール使用申請・変更等 2004/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄



名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

文　書　分　類
起算日 備考媒体の種別 保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間

保存期間満
了後の措置

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 2004/4/1 HDD 電子計算機室 2034/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品使用簿 2004/4/1 紙 財務部第１文書庫 2034/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品出納簿(乙) 2004/4/1 紙 財務部第１文書庫 2034/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 平成１５年度支出負担行為差引簿 2004/4/1 紙 財務部第１文書庫 2014/3/31 財務課照査係 主計課監査係 10年 廃棄

平成１５年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 国有財産監守計画 2004/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 10年 廃棄

平成１５年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 国有財産監守者等任命簿 2004/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 10年 廃棄

平成１５年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 消防計画 2004/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 10年 廃棄

平成１５年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 防火管理者選出、解任届 2004/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 10年 廃棄

平成１５年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 免税アルコー立入検査(平成１５年１２月１１・１２日) 2004/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１６年度振替伝票 2005/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１６年度未払伝票 2005/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１６年度入金・消込伝票 2005/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１６年度未収伝票 2005/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１６年度出金伝票 2005/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１６年度収入契約決議伝票 2005/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2005/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成１６年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2005/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 無期限 廃棄

平成１６年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１６年度免税アルコール使用申請・変更等 2005/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１６年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2005/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１７年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2006/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成１７年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2006/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 無期限 廃棄

平成１７年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１７年度免税アルコール使用申請・変更等 2006/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１７年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2006/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2007/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2007/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 無期限 廃棄

平成１８年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１８年度免税アルコール使用申請・変更等 2007/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１８年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2007/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 無期限 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１８年度振替伝票 2007/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2014/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１８年度未払伝票 2007/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2014/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１８年度入金・消込伝票 2007/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2014/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１８年度未収伝票 2007/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2014/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１８年度出金伝票 2007/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2014/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１８年度収入契約決議伝票 2007/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2014/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2008/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2008/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 無期限 廃棄

平成１９年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成１９年度免税アルコール使用申請・変更等 2008/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成１９年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2008/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 経理課資産係 無期限 廃棄

平成１９年度 その他 10年保存が必要であると認める文書 免税アルコール立入検査(平成１９年度１２月１０・１１日) 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１９年度振替伝票 2008/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１９年度未払伝票 2008/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１９年度入金・消込伝票 2008/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１９年度未収伝票 2008/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１９年度出金伝票 2008/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成１９年度収入契約決議伝票 2008/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2015/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄
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平成１年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1990/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1990/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1990/4/1 紙 財務部第１文書庫 2020/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1990/4/1 紙 財務部第１文書庫 2020/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２０年度振替伝票 2009/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2016/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２０年度未払伝票 2009/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2016/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２０年度入金・消込伝票 2009/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2016/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２０年度未収伝票 2009/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2016/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２０年度出金伝票 2009/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2016/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２０年度収入契約決議伝票 2009/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2016/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2009/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 財務諸表等 固定資産管理簿 2009/4/1 財務会計システム 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2009/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産実査 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産除却・寄付・移管等 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産税算定調書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産一時使用許可 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産年間使用許可 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 学外機関の調査・照会 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算に関する文部科学省通知・連絡 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 現金領収証書受払簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算配分書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 概算要求 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 中期計画・年度計画 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 長期借入金及び償還計画認可申請 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 連合大学院予算 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算編成 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 調査の照会及び回答 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 目的積立金の執行及び報告 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 学内外からの通知 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度現金領収証書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成20年度会計処理協議 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度寄附金移換 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度取引停止・破産 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度会計組織・公印（引継等） 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成２０年度旅行命令簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成２０年度財務会計処理要項 2009/4/1 紙 事務室 2039/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成20年度中四国地区会議・協議会等 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成２０年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成２０年度免税アルコール使用申請・変更等 2009/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2009/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成20年度公的研究費管理 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄
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平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 宿舎賃貸借契約 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 職員宿舎貸与・明渡 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 職員宿舎管理業務日誌 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 火元取締責任者指定簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 消防設備等点検報告書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 毒物劇物危害防止対策総点検 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成２０年度入学式・卒業式警備 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 平成２０年度免税アルコール使用業務報告書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 文部科学省からの諸通知及び往復書簡 平成20年度文部科学省　通知及び依頼等 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成20年度学内外からの通知・依頼等及び回答 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２０年度時間外勤務等命令簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２０年度出勤簿・休暇簿・職務専念義務免除申請簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2010/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 財務諸表等 固定資産管理簿 2010/4/1 財務会計システム 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2010/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産実査 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産除却・寄付・移管等 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産税算定調書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産一時使用許可 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産年間使用許可 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 学外機関の調査・照会 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算に関する文部科学省通知・連絡 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度取引停止・破産 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度寄附金移換 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成２１年度旅行命令簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成２１年度免税アルコール使用申請・変更等 2010/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2010/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成21年度公的研究費管理 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 宿舎賃貸借契約 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 職員宿舎貸与・明渡 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 職員宿舎管理業務日誌 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 火元取締責任者指定簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 消防設備等点検報告書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 毒物劇物危害防止対策総点検 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成２１年度入学式・卒業式警備 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 平成２１年度免税アルコール使用業務報告書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２１年度出勤簿・休暇簿・職務専念義務免除申請簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２１年度時間外勤務等命令簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２１年度振替伝票 2010/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2017/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２１年度未払伝票 2010/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2017/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２１年度入金・消込伝票 2010/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2017/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２１年度未収伝票 2010/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2017/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２１年度出金伝票 2010/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2017/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２１年度収入契約決議伝票 2010/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2017/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算配分書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄



名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

文　書　分　類
起算日 備考媒体の種別 保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間

保存期間満
了後の措置

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 概算要求 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 中期計画・年度計画 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 長期借入金及び償還計画認可申請 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 連合大学院予算 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算編成 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 調査の照会及び回答 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 目的積立金の執行及び報告 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 学内外からの通知 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 民間金融機関からの長期借入金 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2011/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 財務諸表等 固定資産管理簿 2011/4/1 財務会計システム 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2011/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産実査 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産除却・寄付・移管等 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産税算定調書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産一時使用許可 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産年間使用許可 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 学外機関の調査・照会 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算に関する文部科学省通知・連絡 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度取引停止・破産 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度寄附金移換 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成２２年度旅行命令簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成２２年度免税アルコール使用申請・変更等 2011/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成２２年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2011/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成22年度公的研究費管理 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 宿舎賃貸借契約 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 職員宿舎貸与・明渡 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 職員宿舎管理業務日誌 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 火元取締責任者指定簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 消防設備等点検報告書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 毒物劇物危害防止対策総点検 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成22年度国大協等保険 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成２２年度入学式・卒業式警備 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 3年保存が必要であると認める文書 熊野荘管理業務日誌 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 3年 廃棄

平成２２年度 その他 3年保存が必要であると認める文書 熊野荘使用願 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 3年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 平成２２年度免税アルコール使用業務報告書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２２年度出勤簿・休暇簿・勤務時間報告書等 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成22年度研修 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 3年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成22年度財務会計研修 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 3年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２２年度振替伝票 2011/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2018/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２２年度未払伝票 2011/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2018/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２２年度入金・消込伝票 2011/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2018/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２２年度未収伝票 2011/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2018/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２２年度出金伝票 2011/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2018/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄
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平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２２年度収入契約決議伝票 2011/4/1 紙
事務局１号館地下倉
庫

2018/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算配分書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 概算要求 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 中期計画・年度計画 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 長期借入金及び償還計画認可申請 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 連合大学院予算 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算編成 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 調査の照会及び回答 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 目的積立金の執行及び報告 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 学内外からの通知 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 附属病院関連の補助金に係る申請及び報告 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成２２年度中期目標・中期計画・年度計画等 2011/4/1 紙 事務室 2041/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 財務諸表等 財務諸表 2012/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算係 無期限 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 財務諸表等 固定資産管理簿 2012/4/1 財務会計システム 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 財務諸表等 特定償却資産報告 2012/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成23年度会計処理協議 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成23年度補助金等立替申請 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産除却・寄付・移管等 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産税算定調書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産一時使用許可 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産年間使用許可 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 学外機関の調査・照会 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算に関する文部科学省通知・連絡 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度取引停止・破産 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度寄附金移換 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成23年度旅行命令簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 平成２３年度監事監査・内部監査 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成２３年度免税アルコール使用申請・変更等 2012/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成２３年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 2012/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 無期限 廃棄

平成２３年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成23年度公的研究費管理 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成23年度国大協等保険 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成２３年度入学式・卒業式警備 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 平成２２年度免税アルコール使用業務報告書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２３年度出勤簿・休暇簿・勤務時間報告書等 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成23年度研修 2012/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 3年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成23年度財務会計研修 2012/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 3年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２３年度振替伝票 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２３年度未払伝票 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２３年度入金・消込伝票 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２３年度未収伝票 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２３年度出金伝票 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２３年度収入契約決議伝票 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算配分書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 概算要求 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄
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平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 中期計画・年度計画 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 長期借入金及び償還計画認可申請 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 連合大学院予算 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算編成 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 調査の照会及び回答 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 目的積立金の執行及び報告 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 学内外からの通知 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 附属病院関連の補助金に係る申請及び報告 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成２３年度中期目標・中期計画・年度計画等 2012/4/1 紙 事務室 2042/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産除却・寄付・移管等 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 固定資産税算定調書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産一時使用許可 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 資産年間使用許可 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 財務課決算・資産係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 学外機関の調査・照会 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算に関する文部科学省通知・連絡 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課決算・資産係 経理課資産管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成24年度会計処理協議 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成24年度補助金等立替申請 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成24年度現金領収証書 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度取引停止・破産 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度寄附金移換 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成24年度旅行命令簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 文部科学省からの諸通知及び往復書簡 平成24年度文部科学省　通知及び依頼等 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 平成２４年度監事監査・内部監査 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成24年度学内外からの通知・依頼等及び回答 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成24年度中四国地区会議・協議会等 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 平成２４年度免税アルコール使用申請・変更等 2013/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 財務課財務企画係 無期限 廃棄

平成２４年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成24年度国大協等保険 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成24年度公的研究費管理 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 5年保存が必要であると認める文書 平成２４年度入学式・卒業式警備 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 平成２２年度免税アルコール使用業務報告書 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成２４年度出勤簿・休暇簿・勤務時間報告書等 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成24年度研修 2013/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 3年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成24年度財務会計研修 2013/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 3年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２４年度振替伝票 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２４年度未払伝票 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２４年度入金・消込伝票 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２４年度未収伝票 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２４年度出金伝票 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 平成２４年度収入契約決議伝票 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課照査係 財務課照査係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算配分書 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 概算要求 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 中期計画・年度計画 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 長期借入金及び償還計画認可申請 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 決算 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄
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平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 連合大学院予算 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 予算編成 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 調査の照会及び回答 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 目的積立金の執行及び報告 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 民間金融機関からの長期借入金 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 附属病院関連の補助金に係る申請及び報告 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課予算係 財務課予算係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成２４年度中期目標・中期計画・年度計画等 2013/4/1 紙 事務室 2043/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成２年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1991/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成２年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1991/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1991/4/1 紙 事務室 2021/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1991/4/1 紙 財務部第１文書庫 2021/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1991/4/1 紙 財務部第１文書庫 2021/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成３年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1992/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成３年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1992/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1992/4/1 紙 事務室 2022/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産き損報告書 1992/4/1 紙 事務室 2022/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1992/4/1 紙 財務部第１文書庫 2022/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1992/4/1 紙 財務部第１文書庫 2022/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成４年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1993/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成４年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1993/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1993/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1993/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1993/4/1 紙 財務部第１文書庫 2023/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1993/4/1 紙 財務部第１文書庫 2023/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成５年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1994/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成５年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1994/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1994/4/1 紙 財務部第１文書庫 2024/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1994/4/1 紙 財務部第１文書庫 2024/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成６年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1995/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成６年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1995/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1995/4/1 紙 財務部第１文書庫 2025/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1995/4/1 紙 財務部第１文書庫 2025/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成７年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1996/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成７年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1996/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1996/4/1 紙 財務部第１文書庫 2026/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1996/4/1 紙 財務部第１文書庫 2026/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成８年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1997/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成８年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1997/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄
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平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1997/4/1 紙 財務部第１文書庫 2027/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1997/4/1 紙 財務部第１文書庫 2027/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成９年度 会計に関する事項 財務諸表等 国有財産台帳(副本を含む) 1998/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成９年度 その他 無期限保存が必要であると認める文書 境界確定協議・登記 1998/4/1 紙 事務室 なし 財務課決算・資産係 主計課管財係 無期限 廃棄

平成９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産大臣協議事項 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 国有財産用途廃止等 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課決算・資産係 主計課管財係 30年 廃棄

平成９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品管理(出納)簿 1998/4/1 紙 財務部第１文書庫 2028/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

平成９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 1998/4/1 紙 財務部第１文書庫 2028/3/31 財務課決算・資産係 経理課管理係 30年 廃棄

昭和４８年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和４８年度公印作成・廃止 1974/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和４９年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和４９年度公印作成・廃止 1975/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和５４年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和５４年度公印作成・廃止 1980/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和５５年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和５５年度公印作成・廃止 1981/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和５６年度公印作成・廃止 1982/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和５７年度公印作成・廃止 1983/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和５８年度会計事務取扱要領集録一部改正 1984/4/1 紙 財務部第１文書庫 2014/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和５８年度会計関係規則 1984/4/1 紙 財務部第１文書庫 2014/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和５８年度医学部附属病院諸料金規程 1984/4/1 紙 財務部第１文書庫 2014/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和５８年度公印作成・廃止 1984/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和５９年度会計事務取扱要領集録一部改正 1985/4/1 紙 財務部第１文書庫 2015/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和５９年度会計関係規則 1985/4/1 紙 財務部第１文書庫 2015/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和５９年度医学部附属病院諸料金規程 1985/4/1 紙 財務部第１文書庫 2015/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和５９年度公印作成・廃止 1985/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６０年度会計事務取扱要領集録一部改正 1986/4/1 紙 財務部第１文書庫 2016/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６０年度会計関係規則 1986/4/1 紙 財務部第１文書庫 2016/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６０年度医学部附属病院諸料金規程 1986/4/1 紙 財務部第１文書庫 2016/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 昭和６０年国有財産亡失報告書 1986/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６１年度会計事務取扱要領集録一部改正 1987/4/1 紙 財務部第１文書庫 2017/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６１年度会計事務取扱要領集録 1987/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６１年度会計関係規則 1987/4/1 紙 財務部第１文書庫 2017/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６１年度医学部附属病院諸料金規程 1987/4/1 紙 財務部第１文書庫 2017/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和６１年度公印作成・廃止 1987/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６２年度会計事務取扱要領集録一部改正 1988/4/1 紙 財務部第１文書庫 2018/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６２年度会計関係規則 1988/4/1 紙 財務部第１文書庫 2018/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６２年度医学部附属病院諸料金規程 1988/4/1 紙 財務部第１文書庫 2018/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和６２年度公印作成・廃止 1988/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６３年度会計事務取扱要領集録一部改正 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 2019/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６３年度農学部附属家畜病院診療規程 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 2019/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６３年度会計関係規則 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 2019/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

昭和６３年度医学部附属病院諸料金規程 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 2019/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 昭和６３年度公印作成・廃止 1989/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成１０年度文部報告 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１０年度会計事務取扱要領集録一部改正 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１０年度会計関係規則 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１０年度医学部附属病院諸料金規程 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄
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平成１０年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１０年度公印作成・廃止 1999/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１０年度先端技術研修（講習料） 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１０年度文部大臣申出及び承認 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１０年度無線局免許申請 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成１１年度文部報告 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１１年度会計事務取扱要領集録 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１１年度会計事務取扱要領集録一部改正 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１１年度農学部附属家畜病院診療規程 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１１年度会計関係規則 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１１年度医学部附属病院諸料金規程 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１１年度公印作成・廃止 2000/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１１年度先端技術研修（講習料） 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１１年度文部大臣申出及び承認 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成１２年度文部報告 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１２年度会計事務取扱要領集録一部改正 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１２年度農学部附属家畜病院診療規程 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１２年度会計関係規則 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１２年度医学部附属病院諸料金規程 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１２年度公印作成・廃止 2001/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１２年度文部大臣申出及び承認 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１２年度先端技術研修（講習料） 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成１３年度文部報告 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１３年度会計事務取扱要領集録一部改正 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１３年度会計関係規則 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１３年度公印作成・廃止 2002/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１３年度文部科学大臣申出及び承認 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１３年度先端技術研修（講習料） 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１３年度無線局免許申請 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成１４年度文部報告 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１４年度会計事務取扱要領集録一部改正 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１４年度会計関係規則 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１４年度公印作成・廃止 2003/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１４年度文部科学大臣申出及び承認 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１４年度先端技術研修（講習料） 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成１５年度文部報告 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１５年度会計事務取扱要領集録一部改正 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１５年度会計関係規則 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１５年度公印作成・廃止 2004/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１５年度文部科学大臣申出及び承認 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１５年度無線局免許申請 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１５年度先端技術研修（講習料） 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１６年度財務会計処理要項 2005/4/1 紙 事務室 2035/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１６年度財務会計規則 2005/4/1 紙 事務室 2035/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 平成１６年度訴訟 2005/4/1 紙 事務室 2035/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１６年度科学研究費補助金 2005/4/1 紙 事務室 2035/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄
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平成１７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１７年度財務会計処理要項 2006/4/1 紙 事務室 2036/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１７年度財務会計規則 2006/4/1 紙 事務室 2036/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 平成１７年度訴訟 2006/4/1 紙 事務室 2036/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１７年度科学研究費補助金 2006/4/1 紙 事務室 2036/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１８年度財務会計処理要項 2007/4/1 紙 事務室 2037/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１８年度財務会計規則 2007/4/1 紙 事務室 2037/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１９年度財務会計規則 2007/4/1 紙 事務室 2038/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成18年度職員管理（任免・兼業等） 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成１８年度科学研究費補助金 2007/4/1 紙 事務室 2037/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１９年度財務会計処理要項 2008/4/1 紙 事務室 2038/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成19年度職員管理（任免・兼業等） 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１年度会計事務取扱要領集録一部改正 1990/4/1 紙 財務部第１文書庫 2020/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１年度会計事務取扱要領集録 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１年度会計関係規則 1990/4/1 紙 財務部第１文書庫 2020/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成１年度医学部附属病院諸料金規程 1990/4/1 紙 財務部第１文書庫 2020/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成１年度公印作成・廃止 1990/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成１年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成元年国有財産き損報告書 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度寄附採納協議 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成20年度職員管理（任免・兼業等） 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度現金領収証書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度会計処理協議 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度会計組織・公印（引継等） 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成２１年度財務会計処理要項 2010/4/1 紙 事務室 2040/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成21年度中四国地区会議・協議会等 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成２１年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成21年度職員管理（任免・兼業等） 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度一般競争（指名競争）参加資格申請 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 文部科学省からの諸通知及び往復書簡 平成21年度文部科学省　通知及び依頼等 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成21年度学内外からの通知・依頼等及び回答 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度現金領収証書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成22年度会計処理協議 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度会計組織・公印（引継等） 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

財務会計処理要項 2011/4/1 紙 事務室 2042/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成22年度中四国地区会議・協議会等 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成２２年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成22年度職員管理（任免・兼業等） 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度一般競争（指名競争）参加資格申請 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 文部科学省からの諸通知及び往復書簡 平成22年度文部科学省　通知及び依頼等 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成22年度学内外からの通知・依頼等及び回答 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成23年度現金領収証書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度会計組織・公印（引継等） 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成23年度中四国地区会議・協議会等 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成２３年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成23年度職員管理（任免・兼業等） 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度一般競争（指名競争）参加資格申請 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄
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平成２３年度 管理運営に関する事項 文部科学省からの諸通知及び往復書簡 平成23年度文部科学省　通知及び依頼等 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成23年度学内外からの通知・依頼等及び回答 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成24年度職員管理（任免・兼業等） 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度一般競争（指名競争）参加資格申請 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 財務課財務企画係 財務課財務企画係 5年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成２年度文部報告 1991/4/1 紙 事務室 2021/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成２年度会計事務取扱要領集録一部改正 1991/4/1 紙 財務部第１文書庫 2021/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成２年度会計関係規則 1991/4/1 紙 財務部第１文書庫 2021/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成２年度医学部附属病院諸料金規程 1991/4/1 紙 財務部第１文書庫 2021/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成２年度公印作成・廃止 1991/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成３年度文部報告 1992/4/1 紙 事務室 2022/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成３年度会計事務取扱要領集録一部改正 1992/4/1 紙 財務部第１文書庫 2022/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成３年度会計関係規則 1992/4/1 紙 財務部第１文書庫 2022/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成３年度医学部附属病院諸料金規程 1992/4/1 紙 財務部第１文書庫 2022/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成３年度公印作成・廃止 1992/4/1 紙 財務部第１文書庫 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成４年度文部報告 1993/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成４年度会計事務取扱要領集録 1993/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成４年度会計事務取扱要領集録一部改正 1993/4/1 紙 財務部第１文書庫 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成４年度農学部附属家畜病院診療規程 1993/4/1 紙 財務部第１文書庫 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成４年度会計関係規則 1993/4/1 紙 財務部第１文書庫 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成４年度医学部附属病院諸料金規程 1993/4/1 紙 財務部第１文書庫 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成４年度公印作成・廃止 1993/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成４年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成４年国有財産き損報告書 1993/4/1 紙 事務室 2023/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成５年度文部報告 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成５年度会計事務取扱要領集録一部改正 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成５年度会計関係規則 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成５年度医学部附属病院諸料金規程 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成５年度文部大臣申出及び承認 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成５年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成５年度先端技術研修（講習料） 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成６年度文部報告 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成６年度会計事務取扱要領集録一部改正 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成６年度会計関係規則 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成６年度医学部附属病院諸料金規程 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成６年度公印作成・廃止 1995/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成６年度先端技術研修（講習料） 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成６年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成６年度文部大臣申出及び承認 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成７年度文部報告 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成７年度会計事務取扱要領集録一部改正 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成７年度会計関係規則 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成７年度医学部附属病院諸料金規程 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成７年度先端技術研修（講習料） 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成７年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成７年度文部大臣申出及び承認 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成８年度文部報告 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成８年度会計事務取扱要領集録一部改正 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成８年度農学部附属家畜病院診療規程 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成８年度会計関係規則 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄
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平成８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成８年度医学部附属病院諸料金規程 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成８年度公印作成・廃止 1997/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成８年度先端技術研修（講習料） 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成８年度文部大臣申出及び承認 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成８年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成８年度無線局免許申請 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等 平成９年度文部報告 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成９年度会計事務取扱要領集録一部改正 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成９年度会計関係規則 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範
となる文書

平成９年度医学部附属病院諸料金規程 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改廃に関する文書 平成９年度公印作成・廃止 1998/4/1 紙 事務室 なし 財務課財務企画係 主計課総務係 無期限 廃棄

平成９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成９年度先端技術研修（講習料） 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄

平成９年度 その他 30年保存が必要であると認める文書 平成９年度文部大臣申出及び承認 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 財務課財務企画係 主計課総務係 30年 廃棄


