
名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

平成19年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2008/4/1 紙 事務室 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 5年 廃棄

平成20年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成21年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成22年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成23年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 調達第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成19年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 環境物品に関する諸報告 2008/4/1 紙 事務室 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 5年 廃棄

平成20年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 環境物品に関する諸報告 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成21年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 環境物品に関する諸報告 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成22年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 環境物品に関する諸報告 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成23年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 環境物品に関する諸報告 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成24年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 環境物品に関する諸報告 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 出勤簿 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 5年 廃棄

平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 休暇簿 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 5年 廃棄

平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 職務専念義務免除申請簿 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 5年 廃棄

平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 5年 廃棄

平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 出勤簿 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 休暇簿 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 職務専念義務免除申請簿 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 出勤簿 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 休暇簿 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 職務専念義務免除申請簿 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 出勤簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 休暇簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 職務専念義務免除申請簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 出勤簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 休暇簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 職務専念義務免除申請簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 5年 廃棄

平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 出勤簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 休暇簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 職務専念義務免除申請簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 契約伺／契約締結伺 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達担当 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 契約伺／契約締結伺 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 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 契約伺／契約締結伺 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課物品調達係 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 契約伺／契約締結伺 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 契約伺／契約締結伺 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 契約伺／契約締結伺 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課役務担当 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 契約伺／契約締結伺 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 契約伺／契約締結伺 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 7年 廃棄
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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 契約伺／契約締結伺 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 契約伺／契約締結伺 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課調達第二係 契約課調達係 7年 廃棄

平成19年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2008/4/1 紙 事務室 2013/3/31 契約課調達第一係 契約課課長 5年 廃棄

平成20年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課課長 5年 廃棄

平成21年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課課長 5年 廃棄

平成22年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課課長 5年 廃棄

平成23年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課課長 5年 廃棄

平成24年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課課長 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 旅行命令簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 旅行命令簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 旅行命令簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 旅行命令簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 旅行命令簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 5年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 支出契約決議書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達担当 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 即支出決定決議書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達担当 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 受入検収確認書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達担当 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 支出契約決議書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達係 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 受入検収確認書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達係 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 即支出決定決議書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達係 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 受入検収確認書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達係 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 即支出決定決議書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達係 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 支出契約決議書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課物品調達係 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 受入検収確認書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課役務担当 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 即支出決定決議書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課役務担当 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿,伝票及び契約関係書類 支出契約決議書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課調達第二係 契約課役務担当 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 支出契約決議書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 受入検収確認書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 即支出決定決議書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 受入検収確認書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 即支出決定決議書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 支出契約決議書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課調達第二係 契約課役務契約係 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 即支出決定決議書 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 受入検収確認書（支出契約決議書含む） 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 即支出決定決議書 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 受入検収確認書（支出契約決議書含む） 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 契約伺／契約締結伺（物品） 2011/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 契約伺／契約締結伺（役務） 2011/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第二係 契約課調達係 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 即支出決定決議書（物件費） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2018/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 受入検収確認書（支出契約決議書含む） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2018/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 契約伺／契約締結伺（物品） 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 契約課調達第一係 契約課調達係 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 契約伺／契約締結伺（役務） 2012/4/1 紙 事務室 2019/3/31 契約課調達第二係 契約課調達係 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 即支出決定決議書（物件費） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2019/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 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 受入検収確認書（支出契約決議書含む） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2019/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 7年 廃棄

平成22年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄
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平成22年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成22年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2018/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成22年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2019/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成22年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2020/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2018/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2019/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2020/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2021/3/31 契約課調達第二係 契約課起票係 5年 廃棄

平成24年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 5年 廃棄

平成24年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2013/4/1 紙 事務室 2019/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 5年 廃棄

平成24年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 5年 廃棄

平成24年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2013/4/1 紙 事務室 2021/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 5年 廃棄

平成24年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 科研補助金支出決議書（研究助成金含む） 2013/4/1 紙 事務室 2022/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 5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 契約伺／契約締結伺（物品） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課調達第一係 契約課調達第一係 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 契約伺／契約締結伺（役務） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 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 即支出決定決議書（物件費） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 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 受入検収確認書（支出契約決議書含む） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課調達第二係 契約課調達第二係 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 即支出決定決議書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金担当 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出決議（計算）書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金担当 7年 廃棄

平成17年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 即支出決定決議書 2006/4/1 紙 財務部第２文書庫 2013/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金担当 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 支出決議（計算）書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2007/4/1 紙 財務部第２文書庫 2014/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 支出決議（計算）書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2008/4/1 紙 財務部第２文書庫 2015/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 支出決議（計算）書 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2009/4/1 紙 財務部第２文書庫 2016/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 支出決議（計算）書 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書 2010/4/1 紙 財務部第２文書庫 2017/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書（旅費） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2018/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書（謝金） 2011/4/1 紙 財務部第２文書庫 2018/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書（旅費） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2019/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書（謝金） 2012/4/1 紙 財務部第２文書庫 2019/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書（旅費） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 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 即支出決定決議書（謝金） 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 契約課旅費・謝金係 契約課旅費・謝金係 7年 廃棄


