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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
備考

1960 年度 昭和35年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1961/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1960 年度 昭和35年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1961/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1960 年度 昭和35年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1961/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1961 年度 昭和36年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1962/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1961 年度 昭和36年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1962/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1961 年度 昭和36年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1962/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1961 年度 昭和36年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1962/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1962 年度 昭和37年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1963/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1962 年度 昭和37年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1963/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1962 年度 昭和37年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1963/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1962 年度 昭和37年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1963/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1963 年度 昭和38年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1964/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1963 年度 昭和38年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1964/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1963 年度 昭和38年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1964/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1963 年度 昭和38年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1964/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1964 年度 昭和39年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1965/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1964 年度 昭和39年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1965/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1964 年度 昭和39年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1965/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1964 年度 昭和39年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1965/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1964 年度 昭和39年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1965/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1965 年度 昭和40年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1966/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1965 年度 昭和40年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1966/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1965 年度 昭和40年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1966/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1965 年度 昭和40年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1966/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1967/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1967/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1967/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1967/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1967/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1967/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1967 年度 昭和42年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1968/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1967 年度 昭和42年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1968/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1967 年度 昭和42年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1968/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1967 年度 昭和42年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1968/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1967 年度 昭和42年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1968/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1967 年度 昭和42年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1968/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1968 年度 昭和43年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1969/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1968 年度 昭和43年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1969/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1968 年度 昭和43年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1969/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1968 年度 昭和43年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1969/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に
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1968 年度 昭和43年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1969/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1969 年度 昭和44年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1970/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1969 年度 昭和44年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1970/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1969 年度 昭和44年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1970/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1969 年度 昭和44年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1970/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1969 年度 昭和44年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1970/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1971/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1971/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1971/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1971/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1971/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1971/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1971/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1972/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1972/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1972/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1972/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1972/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1972/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1973/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1973/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1973/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1973/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1973/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1973/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1974/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1974/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1974/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1974/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1974/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1974/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1974/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1975/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1975/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1975/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1975/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1975/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1975/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1975/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1976/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1976/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に
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1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1976/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1976/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1976/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1976/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 主任会議(工業短期大学部） 総務係 1976/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 大学院工学研究科委員会 庶務係 1976/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工業短期大学部） 総務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学研究科委員会 庶務係 1977/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1977/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1978/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1978/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1978/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1978/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1978/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学研究科委員会 庶務係 1978/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1978/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1979/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1979/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1979/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1979/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1979/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学研究科委員会 庶務係 1979/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1979/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1980/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1980/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1980/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1980/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1980/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1980/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学研究科委員会 庶務係 1980/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1980/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1981/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1981/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1981/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1981/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1981/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に
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1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学研究科委員会 庶務係 1981/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1981/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士課程構想検討委員会 庶務係 1981/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1982/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1982/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1982/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1982/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1982/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1982/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士課程構想検討委員会 庶務係 1982/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1983/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1983/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1983/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1983/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1983/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1983/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士課程構想検討委員会 庶務係 1983/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科主任会議(工学部） 庶務係 1984/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1984/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1984/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1984/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1984/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学研究科委員会 庶務係 1984/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1984/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1985/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1985/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1985/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1985/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1985/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1985/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1985/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1986/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1986/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1986/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1986/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1986/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1986/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1986/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1987/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1987/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1987/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に
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1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1987/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1987/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1987/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1987/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1988/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工学部) 庶務係 1988/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工学部） 庶務係 1988/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1988/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1988/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1988/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1988/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1988 年度 昭和63年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1989/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1988 年度 昭和63年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1989/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1988 年度 昭和63年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1989/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1988 年度 昭和63年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1989/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1988 年度 昭和63年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1989/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1989 年度 平成1年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1990/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1990/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議(工業短期大学部） 総務係 1990/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1990/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化に

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1990/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
R2年度
データ化

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1990/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1990/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度 平成2年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1991/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 庶務係 1991/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 工学部５０年史 総務係 1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1990 年度  平成2年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 総務係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1991 年度  平成3年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1991 年度 平成3年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1992/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1992/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1992/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1992/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1992/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1992/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1992/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

大学院等設置申請書 総務係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 総務係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1992 年度 平成4年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1992 年度 平成4年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会(工業短期大学部) 総務係 1993/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1993/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

大学院等設置申請書 総務係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 総務係 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1993 年度 平成5年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1994/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係
（作業中）
R2年度

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座学科目省令 総務係 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 総務係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1994 年度 平成6年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1994 年度 平成6年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1995/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 総務係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1995 年度 平成7年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1995 年度 平成7年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1996/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1996 年度 平成8年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1996 年度 平成8年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座学科目省令 総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

大学院等設置申請書 総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1997 年度 平成9年  職員の人事に関する事項  共済組合長期給付に関する文書  長期給付  総務係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙  書庫  総務企画課人事・職員係  廃棄
文書最終
管理部署

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1997 年度 平成9年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 外部評価報告書等 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

環境共生工学専攻設置
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係
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1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座学科目省令 総務係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

大学院等設置申請書 総務係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要 総務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

理工学研究科独立専攻
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1998 年度 平成10年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

応用医工学
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大学科長会議 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

感性デザイン設置
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

設置・廃止
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要 総務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

1999 年度 平成11年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画課総務企画係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

応用医工学
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 外部評価報告書等 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大学科長会議 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係
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1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

大学院等設置申請書 総務係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官現員表 総務係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2000 年度 平成12年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 外部評価報告書等 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大学科長会議 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要 総務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2001 年度 平成13年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2001 年度 平成13年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官現員表 総務係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2001 年度 平成13年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2001 年度 平成13年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2001 年度 平成13年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

「理念」「目標」「目的」の設定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2001 年度 平成13年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

医・理・工・農大学院構想WG
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 外部評価報告書等 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大学科長会議 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

構想委員会
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

国立大学法人資料
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要 総務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2002 年度 平成14年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2002 年度 平成14年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官現員表 総務係 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2002 年度 平成14年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2002 年度 平成14年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2002 年度 平成14年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

「理念」「目標」「目的」の設定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2002 年度 平成14年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 外部評価報告書等 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大学科長会議 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

理系大学院部局化検討委員会WG
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要 総務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2003 年度 平成15年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2003 年度 平成15年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官現員表 総務係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2003 年度 平成15年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教官定員現員表 総務係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2003 年度 平成15年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2003 年度 平成15年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員 総務係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2003 年度 平成15年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長会議 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 学部・研究科の設置 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教官会議 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要 総務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2004 年度 平成16年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2004 年度 平成16年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2004 年度 平成16年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2004 年度 平成16年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

MOT（技術経営）専門大学院
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

MOT「補正」
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

MOT・部局化設置審査資料
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

MOT設置審査関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

応用医工部局化設置審査関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2005/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部概要
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

分子生命部局化設置審査関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

理系大学院改編WG
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

理系大学院部局化委員会
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

理工学系部局化設置審査関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 理工学研究科概要
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2005 年度 平成17年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2005 年度 平成17年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2005 年度 平成17年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2005 年度 平成17年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

MOT設置審査関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2005 年度 平成17年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(麗水大学校/韓国）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 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

規則関係 総務係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

技術経営研究科設置準備検討委員会
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 総務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

工学部改編
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

通知（講座等の変更手続き）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 博士後期課程委員会 総務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
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2005 年度 平成17年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2006 年度 平成18年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2006 年度 平成18年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2006 年度 平成18年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2006 年度 平成18年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2006 年度 平成18年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2006 年度 平成18年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(UCL/イギリス）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(ブラビジャヤ大学/インドネシア）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 代議員会 総務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

点検・評価委員会
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2006 年度 平成18年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2007 年度 平成19年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2007 年度 平成19年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの
国際交流協定(ガジャマダ大学・バンドン大学/インドネ
シア）

専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(セントラルランカシャー大学/イギリス）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 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

規則関係 総務係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部英文パンフレット
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 代議員会 総務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(重慶工学院/中国）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

学部再編関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 韓国群山大学交流関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

機関別認証評価報告書資料
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 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

規則関係 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 代議員会 総務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(ソウル市立大学）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(ブリストル大学）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(又松大学校/韓国）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 韓国群山大学交流関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 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

規則関係 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係
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2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 代議員会 総務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(昌原大学校）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 韓国群山大学交流関係
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 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

規則関係 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

組織再編（大学院定員見直し等）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 代議員会 総務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
理工学研究科環
境共生工学系専

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2011 年度 平成23年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2011 年度 平成23年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書館
創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員現員表 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 事務現員表 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 短期間の兼業 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 表彰 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 部局長の兼業 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 無報酬の兼業（時間内） 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際学術交流協定(ウダヤナ大学/インドネシア）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(忠北大学校/韓国）
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 常盤地区代議員会・工学系代議員会 総務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 韓国群山大学交流関係 総務企画係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 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

規則関係 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内
専門職員（企画・広報・国
際交流担当）

2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム設計工学系専攻
教員

2013/4/1 10年 2023/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2012 年度 平成24年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
理工学研究科環
境共生工学系専

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2012 年度 平成24年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2013/4/1 10年 2023/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2012 年度 平成24年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
情報・デザイン工学系専
攻教員

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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満了後の措

置
備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 学術研究に関する事項 学術研究に係る補助金等外部資金に関する文書 テニュアトラック普及・定着事業 総務企画課人事･職員係 2013/4/1
当該事業終
了後５年

未定 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 仮定員・配置数 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定(西華大学/中国） 総務企画課総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 常盤地区代議員会・工学系代議員会 総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理工学研究科教授会 総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度  平成24年  学術研究に関する事項  研究助成に関する文書  各種研究助成金に関する申請書  総務企画係 2013/4/1
当該事業終
了後５年

未定  紙  書庫  総務企画課総務企画係  廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 韓国群山大学交流関係 総務企画係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 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

規則関係 総務企画係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務係 2013/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内 総務企画係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博士課程教育リーディングプログラム 総務企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 部局等ミッションの再定義 総務企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2013/4/1 10年 2023/3/31
CD-
ROM

図書館
物質工学系専攻創成科
学研究科工学系学域

廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員定員（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム設計工学系専攻
教員

2014/4/1 10年 2024/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2013 年度 平成25年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
理工学研究科環
境共生工学系専

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2013 年度 平成25年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2014/4/1 10年 2024/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2013 年度 平成25年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
情報・デザイン工学系専
攻教員

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 事務職員 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 障害者雇用 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 学術研究に関する事項 学術研究に係る補助金等外部資金に関する文書 テニュアトラック普及・定着事業 総務企画課人事･職員係 2014/4/1
当該事業終
了後５年

未定 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

講座等の変更手続き 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 常盤地区代議員会・工学系代議員会 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博士課程教育リーディングプログラム 総務企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 部局等ミッションの再定義 総務企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度  平成25年  学術研究に関する事項  研究助成に関する文書  各種研究助成金に関する申請書  総務企画係 2014/4/1
当該事業終
了後５年

未定  紙  書庫  総務企画課総務企画係  廃棄
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2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 韓国群山大学交流関係 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 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

規則関係 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科教授会 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 経営系専門職大学院認証評価 総務企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
「経営系専
門職大学

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理工学研究科教授会 総務企画係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2013 年度 平成25年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2014/4/1 10年 2024/3/31
CD-
ROM

図書館
物質工学系専攻創成科
学研究科工学系学域

廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム設計工学系専攻
教員

2015/4/1 10年 2025/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2014 年度 平成26年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
理工学研究科環
境共生工学系専

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2014 年度 平成26年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2015/4/1 10年 2025/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2014 年度 平成26年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
情報・デザイン工学系専
攻教員

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外研修） 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 事務職員 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 障害者雇用 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 学術研究に関する事項 学術研究に係る補助金等外部資金に関する文書 テニュアトラック普及・定着事業 総務企画課人事･職員係 2015/4/1
当該事業終
了後５年

未定 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2014 年度 平成26年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 常盤地区代議員会・工学系代議員会 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理工学研究科教授会 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2014 年度  平成26年  学術研究に関する事項  研究助成に関する文書  各種研究助成金に関する申請書  総務企画係 2015/4/1
当該事業終
了後５年

未定  紙  書庫  総務企画課総務企画係  廃棄

2014 年度 平成26年 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

規則関係 総務企画係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内 総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 経営系専門職大学院認証評価 総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
「経営系専
門職大学

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2015/4/1 10年 2025/3/31
CD-
ROM

図書館
物質工学系専攻創成科
学研究科工学系学域

廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム設計工学系専攻
教員

2016/4/1 10年 2026/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2015 年度 平成27年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
理工学研究科環
境共生工学系専

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2015 年度 平成27年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生工学専攻教員 2016/4/1 10年 2026/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2015 年度 平成27年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
情報・デザイン工学系専
攻教員

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
附属図書館工学
部分館

創成科学研究科工学系
学域

廃棄
理工学研
究科

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外研修） 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 30年 2046/3/31
共有
サー

事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 事務職員 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 障害者雇用 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 常盤地区代議員会・工学系代議員会 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理工学研究科教授会 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 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

規則関係 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

技術経営研究科のABEST21分野別認証評価 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 工学部案内 総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 経営系専門職大学院認証評価 総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
「経営系専
門職大学

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項
教育､研究､診療及び事務組織の設置並びに改廃
に関する文書

大学院理工学研究科附属安全環境研究センター 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2016/4/1 10年 2026/3/31
CD-
ROM

図書館
物質工学系専攻創成科
学研究科工学系学域

廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 GaN研究コンソーシアム 総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 応用化学科担当教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 担当教員研究室 応用化学科 担当教員 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 化学系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31
電子文
書

附属図書館工学
部分館

化学系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 化学系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 機械工学系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31
電子ファ
イル

附属図書館工学
部分館

機械工学系専攻創成科
学研究科工学系学域

廃棄
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2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31
電子ファ
イル

該当担当教員研
究室

機械工学系専攻長 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学科該当教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 建設環境系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

建設環境系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 建設環境系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31
共有
サー

建設環境系専攻
該当教員研究室

建設環境系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システ

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム・デザイン工学
系専攻教員

2017/4/1 10年 2027/3/31
電子媒
体

附属図書館工学
部分館

システム・デザイン工学
系専攻長

廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外研修） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種職員録 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 規則改正 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 勤務時間に係る各種申請書 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 30年 2047/3/31
共有
サー

事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 事務職員 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 障害者雇用 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 テニュアトラック運営委員会 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場過半数代表者選挙管理委員会 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場労働安全委員会・衛生委員会 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 労働基準監督署調査 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 休暇簿（教員） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 休暇簿（常勤・非常勤） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 勤務時間等状況表 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 勤務時間等状況表（MOT) 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 勤務時間報告書 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 出勤簿（ＲＡ） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 出勤簿（ＴＡ） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2016 年度 平成28年 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 出勤簿（常勤・非常勤） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 出勤簿（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当（退職者） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告関係 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 病気休暇等報告書 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 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 夜間勤務割振関係 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ５４工学系学部長会議 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 Erasmus 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 MOTアジアイノベーション関係 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 委員会委員の選出 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 各種広報物 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 各種申請等の認可 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 教員等会議 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31
共有
サーバ

共有サーバ内 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書
工学部附属グローバル技術者養成センター関連委員
会

総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流 総務企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国際交流支援室会議 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事等に関する文書 式典・行事 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 社会連携 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項
管理運営に関する補助金等外部資金に関する文
書

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
（enPit）

総務企画係 2017/4/1
当該事業終
了後５年

2026/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄
事業終了
予定日は

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 創成科学研究科教育検討部会 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科教授会 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 学術研究に関する事項
放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な
文書

放射性同位元素 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄
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2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 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

規則関係 総務企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

技術経営研究科のABEST21分野別認証評価 総務企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 近畿・中・四国工学部長懇談会 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 広報室関係 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国工学部長会議 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科・医学系研究科　工学系代議員会 総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 第２期法人評価 総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部事務協議会 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部長会議 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 日本工学教育協会 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 法人文書ファイル管理簿 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 郵便関係 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文
電気電子情報系専攻教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31
共有
サーバ

附属図書館工学
部分館

電気電子情報系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子情報系専攻教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書館 物質工学系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 物質工学系専攻教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 創成デザイン工学および演習 ものづくり創成センター 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ものづくり創成センター運営委員会 ものづくり創成センター 2017/4/1 ５年 2022/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 ものづくり創成プロジェクト ものづくり創成センター 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 応用化学科該当教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 応用化学科該当教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 感性デザイン工学科教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
感性デザイン工学
科該当教員研究

感性デザイン工学科学
科長

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 機械工学科該当教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 機械工学科該当教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2016 年度  平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題  定期試験問題
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2016 年度  平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書  外部機関に提出した報告書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2016 年度  平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書  各種研究助成金に関する申請書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
社会建設工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
社会建設工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
循環環境工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
循環環境工学科
該当教員研究室

循環環境工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張依頼書類 総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄
会計課から
移管（R1)

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
知能情報工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
知能情報工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 知能情報工学科教員 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
電気電子工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
電気電子工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2016 年度 平成28年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子工学科該当教
員

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄
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2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 共済組合保険経理厚生費 総務企画課人事･職員係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 応用化学科担当教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 担当教員研究室 応用化学科 担当教員 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 化学系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31
電子文
書

附属図書館工学
部分館

化学系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 化学系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31
電子ファ
イル

該当担当教員研
究室

機械工学系専攻長 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 機械工学系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31
電子ファ
イル

附属図書館工学
部分館

機械工学系専攻創成科
学研究科工学系学域

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 建設環境系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31
CD-
ROM

附属図書館工学
部分館

建設環境系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 建設環境系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31
共有
サー

建設環境系専攻該当
教員研究室(社会建設
工学・国際建設技術

建設環境系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システ

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム・デザイン工学
系専攻教員

2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒
体

附属図書館工学
部分館

システム・デザイン工学
系専攻長

廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ５４工学系学部長会議 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 Erasmus 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 MOTアジアイノベーション関係 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 各種広報物 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 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

規則関係 総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科教授会 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 委員会委員の選出 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 各種申請等の認可 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 教員等会議 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31
共有
サー

共有サーバ内 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 近畿・中・四国工学部長懇談会 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 広報室関係 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流 総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国際交流支援室会議 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事等に関する文書 式典・行事 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 社会連携 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項
管理運営に関する補助金等外部資金に関する文
書

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
（enPit）

総務企画係 2018/4/1
当該事業終
了後５年

2026/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄
事業終了
予定日は

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国工学部長会議 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科・医学系研究科　工学系代議員会 総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 創成科学研究科教育検討部会 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
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2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 第３期法人評価 総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部事務協議会 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部長会議 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 日本工学教育協会 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項
放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な
文書

放射性同位元素 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 法人文書ファイル管理簿 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 郵便関係 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 物質工学系専攻教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書館 物質工学系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ものづくり創成センター運営委員会 ものづくり創成センター 2018/4/1 ５年 2023/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 ものづくり創成プロジェクト ものづくり創成センター 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 創成デザイン工学および演習 ものづくり創成センター 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 応用化学科該当教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 応用化学科該当教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 感性デザイン工学科教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
感性デザイン工学
科該当教員研究

感性デザイン工学科学
科長

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 機械工学科該当教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 機械工学科該当教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学科該当教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2017 年度  平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書  外部機関に提出した報告書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2017 年度  平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書  各種研究助成金に関する申請書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2017 年度  平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題  定期試験問題
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
社会建設工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
社会建設工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
循環環境工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
循環環境工学科
該当教員研究室

循環環境工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 クロスアポイントメント 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 テニュアトラック運営委員会 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項 学術研究に係る補助金等外部資金に関する文書 テニュアトラック普及・定着事業 総務企画課人事･職員係 2018/4/1
当該事業終
了後５年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外研修） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種職員録 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 規則改正 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 休暇簿（教員） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 休暇簿（常勤・非常勤） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 勤務時間に係る各種申請書 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 勤務時間等状況表 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 勤務時間等状況表（MOT) 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 勤務時間報告書 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 30年 2048/3/31
共有
サー

事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 雇用保険関係 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 社会保険関係 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 出勤簿（ＲＡ） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 出勤簿（ＴＡ） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 出勤簿（常勤・非常勤） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 出勤簿（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分関係 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当（退職者） 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 障害者雇用 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場労働安全委員会・衛生委員会 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告関係 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 病気休暇等報告書 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 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 夜間勤務割振関係 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 労働基準監督署調査 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 共済組合保険経理厚生費 総務企画課人事･職員係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張依頼書類 総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
会計課から
移管（R1)

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
知能情報工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
知能情報工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 知能情報工学科教員 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
電気電子工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
電気電子工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子工学科該当教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文
電気電子情報系専攻教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31
電子
データ

附属図書館工学
部分館

電気電子情報系専攻 廃棄

2017 年度 平成29年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子情報系専攻教
員

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 応用化学科教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 担当教員研究室 応用化学科 担当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 化学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 就職資料室104 化学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 化学系専攻教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31
電子文
書

附属図書館工学
部分館

化学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 化学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
応用化学科／循
環環境工学科事

化学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 化学系専攻教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 化学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
学科・専攻入試委
員

化学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 化学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生系専攻教員 2019/4/1 10年 2029/3/31
共有
サー

附属図書館工学
部分館

環境共生系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 機械工学系専攻教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31
電子ファ
イル

附属図書館工学
部分館

機械工学系専攻長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
機械工学系専攻該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31
電子ファ
イル

該当担当教員研
究室

機械工学系専攻該当担
当教員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）
機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員教員

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

当該年入試問題
作成委員研究室

機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（大学院入試）
機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員教員

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

当該年入試問題
作成委員研究室

機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
共有
サー

社会建設工学科
教務員室

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

附属図書館工学
部分館

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
共有
サー

社会建設工学科
事務室

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

建設環境系専攻該当
教員研究室(社会建設
工学・国際建設技術

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 建設環境系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
建設環境系専攻該当
教員研究室(社会建設
工学・国際建設技術

建設環境系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子
データ

情報基盤のサー
バー

システム・デザイン工学
系専攻　電子情報システ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学科事務室
システム・デザイン工学
系専攻　電子情報システ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
（メカノシステムデ
ザインコース）機

システム・デザイン工学
系専攻（メカノシステムデ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻長

システム・デザイン工学
系専攻長

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準）（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

コース長が所属す
る学科の共有

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）（電子情報システム工学
コース）

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準）（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

コース長が所属す
る学科の共有

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）（メカノシステムデザイン
コース）

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム・デザイン工学
系専攻教員

2019/4/1 10年 2029/3/31
電子媒
体

附属図書館工学
部分館

システム・デザイン工学
系専攻長

廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場過半数代表者選挙管理委員会 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 共済組合保険経理厚生費 総務企画課人事・職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄 経理係より
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2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ５５工学系学部長会議 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 Erasmus 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 ＩＣカード申請及び廃止綴り 総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 MOTアジアイノベーション関係 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 委員会委員の選出 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 宇部高校SSH事業 総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 各種広報物 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 各種申請等の認可 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 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

規則関係 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 教員等会議 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サーバ

共有サーバ内 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 近畿・中・四国工学部長懇談会 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 経営系専門職大学院認証評価 総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
「経営系専
門職大学

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 公印の作成､廃止及び改刻に関する文書 公印管守 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

工学教育改革検討委員会 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 広報室関係 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国際交流支援室会議 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事等に関する文書 式典・行事 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 社会連携 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 情報公開及び保有個人情報管理関係 総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項
管理運営に関する補助金等外部資金に関する文
書

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
（enPit）

総務企画係 2019/4/1
当該事業終
了後５年

2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
事業終了
予定日は

2018 年度  平成30年  管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

専門職大学院認証評価  総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙  事務室  総務企画課総務企画係  廃棄
「経営系専
門職大学

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国工学部長会議 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科・医学系研究科　工学系代議員会 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 創成科学研究科教育検討部会 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科教授会 総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 第３期法人評価 総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部事務協議会 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部長会議 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 通知 総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
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2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 日本工学教育協会 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項
放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な
文書

放射性同位元素 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 法人文書ファイル管理簿 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 郵便関係 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

連携講座 総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 物質工学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
応用化学科事務
室，電気電子工学

物質工学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 物質工学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 物質工学系専攻教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 物質工学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2019/4/1 10年 2029/3/31
電子文
書
（電子

図書館 物質工学系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ものづくり創成センター運営委員会 ものづくり創成センター 2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 ものづくり創成プロジェクト ものづくり創成センター 2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 創成デザイン工学および演習 ものづくり創成センター 2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 応用化学科該当教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 応用化学科該当教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 応用化学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
応用化学科学科
事務室

応用化学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 応用化学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 就職資料室104 応用化学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

応用化学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学科入試委員 応用化学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 応用化学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学科入試委員 応用化学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
感性デザイン工学科該当
教員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
感性デザイン工学
科該当教員研究

感性デザイン工学科該
当教員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 感性デザイン工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
サー
バー内

感性デザイン工学
科

感性デザイン工学科学
科長

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 感性デザイン工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
感性デザイン工学
科学科コピー室

感性デザイン工学科学
科長

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 機械工学科該当教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 機械工学科該当教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学科該当教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

機械工学科該当教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案 機械工学科該当教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 機械工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

共有サーバー内 機械工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 機械工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
機械工学科学科
長研究室

機械工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 機械工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

機械工学科就職
活動支援室

機械工学科就職担当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
機械工学系専攻就職担
当教員

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

機械工学系専攻
就職活動支援室

機械工学系専攻就職担
当教員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 機械工学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

共有サーバ―内 機械工学系専攻長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 機械工学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子ファ
イル

共有サーバー内 機械工学系専攻長 廃棄

2018 年度  平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書  外部機関に提出した報告書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2018 年度  平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書  学科・講座等会議
工学基礎教育（数学・物
理）教員

2019/4/1 ３年 2022/3/31
サーバ 工学基礎教育（数

学・物理）主任研
工学基礎教育（数学・物
理）主任

廃棄

2018 年度  平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書  各種研究助成金に関する申請書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2018 年度  平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題  定期試験問題
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
社会建設工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
社会建設工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 社会建設工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
共有
サー

社会建設工学科
学科事務室

社会建設工学科学科長 廃棄
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2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 社会建設工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
社会建設工学科
長

社会建設工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

社会建設工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

社会建設工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 社会建設工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

社会建設工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
循環環境工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
循環環境工学科
該当教員研究室

循環環境工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 循環環境工学科 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
循環環境工学科
学科長研究室

循環環境工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 クロスアポイントメント 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 テニュアトラック運営委員会 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項 学術研究に係る補助金等外部資金に関する文書 テニュアトラック普及・定着事業 総務企画課人事･職員係 2019/4/1
当該事業終
了後５年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外研修） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項
職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文
書

各種証明書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種職員録 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 規則改正 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 休暇簿（教員） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 休暇簿（常勤・非常勤） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 教員公募 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 勤務時間に係る各種申請書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 勤務時間等状況表 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 勤務時間等状況表（MOT) 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 勤務時間報告書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 30年 2049/3/31
共有
サー

事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 雇用保険関係 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 財形貯蓄 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 社会保険関係 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 出勤簿（ＲＡ） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 出勤簿（ＴＡ） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 出勤簿（常勤・非常勤） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 出勤簿（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当（退職者） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 障害者雇用 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場労働安全委員会・衛生委員会 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 職員の研修 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項
職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文
書

身分証明書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 人事評価 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員団体に関する文書 組合との懇談会関係 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告関係 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 病気休暇等報告書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 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 夜間勤務割振関係 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書 総務企画課人事･職員係 2019/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書（TA・RA・SA） 総務企画課人事･職員係 2019/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張依頼書類 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
会計課から
移管（R1)

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 情報セキュリティ関係 総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
知能情報工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
知能情報工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 知能情報工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
共用
サー

知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考関係文書 知能情報工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 知能情報工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
学科就職支援室

知能情報工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 知能情報工学科教員 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

知能情報工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 知能情報工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
電気電子工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
電気電子工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子工学科該当教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

電気電子工学科該当教
員

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試）
電気電子工学科該当教
員

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
学科事務室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 電気電子工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
学科事務室

電気電子工学科学科長 廃棄
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2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 電気電子工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙
電気電子工学科
学科長研究室

電気電子工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 電気電子工学科教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子
データ

情報基盤センター 電気電子工学科学科長 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
電気電子情報系専攻教
員

2019/4/1 ３年 2022/3/31
電子
データ

情報基盤のサー
バー

電気電子情報系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文
電気電子情報系専攻教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31
電子
データ

附属図書館工学
部分館

電気電子情報系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議
電気電子情報系専攻教
員

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学科事務室 電気電子情報系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子情報系専攻教
員

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）
電気電子情報系専攻教
員

2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2018 年度 平成30年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 物質工学系専攻教員 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 担当教員研究室 物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 応用化学科担当教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 担当教員研究室 応用化学科 担当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 化学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 就職資料室104 化学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 化学系専攻教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31
電子文
書

附属図書館工学
部分館

化学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 化学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
応用化学科／循
環環境工学科事

化学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 化学系専攻教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 化学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
学科・専攻入試委
員

化学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 化学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 環境共生系専攻教員 2020/4/1 10年 2030/3/31
共有
サー

附属図書館工学
部分館

環境共生系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 機械工学系専攻教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31
電子ファ
イル

附属図書館工学
部分館

機械工学系専攻長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
機械工学系専攻該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31
電子ファ
イル

該当担当教員研
究室

機械工学系専攻該当担
当教員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）
機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員教員

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

当該年入試問題
作成委員研究室

機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（大学院入試）
機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員教員

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

当該年入試問題
作成委員研究室

機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子
データ

情報基盤のサー
バー

システム・デザイン工学
系専攻　電子情報システ

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学科事務室
システム・デザイン工学
系専攻　電子情報システ

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
（メカノシステムデ
ザインコース）機

システム・デザイン工学
系専攻（メカノシステムデ

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準）（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

コース長が所属す
る学科の共有

システム・デザイン工学
系専攻各コース長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準）（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

コース長が所属す
る学科の共有

システム・デザイン工学
系専攻各コース長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻各コースの担当

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻各

システム・デザイン工学
系専攻各コースの担当

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
システム・デザイ
ン工学系専攻長

システム・デザイン工学
系専攻長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）（メカノシステムデザイン
コース）

システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻各コース長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）（電子情報システム工学
コース）

システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻各コース長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（メカノシステムデザインコース）
システム・デザイン工学
系専攻メカノシステムデ

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻各コース長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（電子情報システム工学コース）
システム・デザイン工学
系専攻電子情報システム

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
担当教員が所属
する各学科事務

システム・デザイン工学
系専攻各コース長

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文
システム・デザイン工学
系専攻教員

2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒
体

附属図書館工学
部分館

システム・デザイン工学
系専攻長

廃棄
図書館が
担当

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 共済組合保険経理厚生費 総務企画課人事・職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄 経理係より

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 ネットワーク関連申請書 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 名誉教授の科研費申請に関する委員会 総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

連携講座 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
電気電子情報系専攻教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子
データ

情報基盤のサー
バー

電気電子情報系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文
電気電子情報系専攻教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31
電子
データ

附属図書館工学
部分館

電気電子情報系専攻 廃棄
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2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議
電気電子情報系専攻教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学科事務室 電気電子情報系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子情報系専攻教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）
電気電子情報系専攻教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 物質工学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 物質工学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
応用化学科事務
室，電気電子工学

物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 物質工学系専攻教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 物質工学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子文
書
（電子

図書館 物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 物質工学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 担当教員研究室 物質工学系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ものづくり創成センター運営委員会 ものづくり創成センター 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 ものづくり創成プロジェクト ものづくり創成センター 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 創成デザイン工学および演習 ものづくり創成センター 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 応用化学科該当教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 応用化学科該当教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 応用化学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
応用化学科学科
事務室

応用化学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 応用化学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 就職資料室104 応用化学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

応用化学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学科入試委員 応用化学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 応用化学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学科入試委員 応用化学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
感性デザイン工学科該当
教員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
感性デザイン工学
科資料室または

感性デザイン工学科該
当教員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト)
感性デザイン工学科就職
担当教員

2020/4/1 ３年 2023/3/31
サー
バー内

感性デザイン工学
科資料室

感性デザイン工学科就
職担当教員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試）
感性デザイン工学科入試
担当教員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
感性デザイン工学
科資料室

感性デザイン工学科入
試担当教員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 機械工学科該当教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 機械工学科該当教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学科該当教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

機械工学科該当教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案 機械工学科該当教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科該当教員 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 機械工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

共有サーバー内 機械工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 機械工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
機械工学科学科
長研究室

機械工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
機械工学科就職担当教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

機械工学科就職
活動支援室

機械工学科就職担当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
機械工学系専攻就職担
当教員

2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

機械工学系専攻
就職活動支援室

機械工学系専攻就職担
当教員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 機械工学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

共有サーバ―内 機械工学系専攻長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 機械工学系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
電子ファ
イル

共有サーバー内 機械工学系専攻長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
共有
サー

社会建設工学科
教務員室

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

附属図書館工学
部分館

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
共有
サー

社会建設工学科
事務室

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

建設環境系専攻
該当教員研究室

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 建設環境系専攻教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
建設環境系専攻
該当教員研究室

建設環境系専攻 廃棄

2019 年度  令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書  学科・講座等会議
工学基礎教育（数学・物
理）教員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 サーバ
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）主任

廃棄

2019 年度  令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書  外部機関に提出した報告書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄
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2019 年度  令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書  各種研究助成金に関する申請書
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2019 年度  令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題  定期試験問題
工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
工学基礎教育（数
学・物理）該当教

工学基礎教育（数学・物
理）該当教員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
社会建設工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
社会建設工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 社会建設工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
共有
サー

社会建設工学科
学科事務室

社会建設工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 社会建設工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
社会建設工学科
長

社会建設工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

社会建設工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

社会建設工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 社会建設工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

社会建設工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
循環環境工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
循環環境工学科
該当教員研究室

循環環境工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 循環環境工学科 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
循環環境工学科
学科長研究室

循環環境工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 クロスアポイントメント 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 テニュアトラック運営委員会 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項 学術研究に係る補助金等外部資金に関する文書 テニュアトラック普及・定着事業 総務企画課人事･職員係 2020/4/1
当該事業終
了後５年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外研修） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項
職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文
書

各種証明書 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 規則改正 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 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 休暇簿 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
休暇簿（常勤・
非常勤）と休
暇簿（教員）を

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 教員業績評価制度設計 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 教員公募 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 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 勤務時間に係る各種申請・通知 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
病気休暇報告
と夜間勤務割
振をこちらに

2019 年度 令和1年 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 勤務時間等状況表 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 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 勤務時間等状況表（MOT) 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 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 勤務時間等状況表（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
出勤簿から
名称変更

2019 年度 令和1年 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 勤務時間報告書 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間外) 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（時間内） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 30年 2050/3/31
共有
サー

事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 雇用保険関係 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
保存年限を
3年から5年

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 社会保険関係 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
保存年限を
3年から5年
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2019 年度 令和1年 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 出勤簿（ＲＡ） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 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 出勤簿（ＴＡ） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当（退職者）・支給要件の喪失 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
名称変更（支
給要件の喪失
を追加）

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場労働安全委員会・衛生委員会 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 職員の研修 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 人事評価 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員団体に関する文書 組合との懇談会関係 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告関係 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 労働安全衛生業務（通知等） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 労働基準監督署調査 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書 総務企画課人事･職員係 2020/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書（TA・RA・SA） 総務企画課人事･職員係 2020/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ５６工学系学部長会議 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 80周年記念事業 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 Erasmus 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 GaN研究コンソーシアム 総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 ＩＣカード申請及び廃止綴り 総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 MOTアジアイノベーション関係 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 委員会委員の選出 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 宇部高校SSH事業 総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 各種広報物 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 各種申請等の認可 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係
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2019 年度 令和1年 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

規則関係 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教育課程連携協議会 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 教員等会議 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有
サーバ

共有サーバ内 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 近畿・中・四国工学部長懇談会 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 経営系専門職大学院認証評価 総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
「経営系専
門職大学

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

工学教育改革検討委員会 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 広報室関係 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国際交流支援室会議 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事等に関する文書 式典・行事 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 社会連携 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張依頼書類 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 情報セキュリティ関係 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 情報公開及び保有個人情報管理関係 総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項
管理運営に関する補助金等外部資金に関する文
書

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
（enPit）

総務企画係 2020/4/1
当該事業終
了後５年

2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
事業終了
予定日は

2019 年度  令和1年  管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

専門職大学院認証評価  総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙  事務室  総務企画課総務企画係  廃棄
「経営系専
門職大学

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国工学部長会議 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科・医学系研究科　工学系代議員会 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 書庫 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科教授会 総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 第３期法人評価 総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部事務協議会 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部長会議 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 通知 総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 日本工学教育協会 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 評議員選挙 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄 隔年

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項
放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な
文書

放射性同位元素 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 法人文書ファイル管理簿 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 郵便関係 総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
知能情報工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
知能情報工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
知能情報工学科
該当教員研究室

知能情報工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 知能情報工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31
共用
サー

知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考関係文書 知能情報工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 知能情報工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
学科就職支援室

知能情報工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 知能情報工学科教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

知能情報工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 知能情報工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
知能情報工学科
学科事務室

知能情報工学科学科長 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
電気電子工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
電気電子工学科該当教
員

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考
電気電子工学科該当教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
学科事務室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

電気電子工学科該当教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試）
電気電子工学科該当教
員

2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科該当教
員

廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 電気電子工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
学科事務室

電気電子工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 電気電子工学科教員 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙
電気電子工学科
学科長研究室

電気電子工学科学科長 廃棄

2019 年度 令和1年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 電気電子工学科教員 2020/4/1 ５年 2025/3/31
電子
データ

情報基盤センター 電気電子工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 化学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 就職資料室104 化学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 化学系専攻教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31
電子文
書

附属図書館工学
部分館

化学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 化学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
応用化学科学科
長研究室

化学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 化学系専攻教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 担当教員研究室 化学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 化学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
学科・専攻入試委
員

化学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 化学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
応用化学科／循
環環境工学科事

化学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
機械工学系専攻該当教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31
電子ファ
イル

該当担当教員研
究室

機械工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）
機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員教員

2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

当該年入試問題
作成委員研究室

機械工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（大学院入試）
機械工学系専攻当該年
入試問題作成委員教員

2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

当該年入試問題
作成委員研究室

機械工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
機械工学系専攻就職担
当教員

2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

機械工学系専攻
就職活動支援室

機械工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 機械工学系専攻教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31
電子ファ
イル

附属図書館工学
部分館

機械工学系専攻長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 機械工学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

共有サーバ―内 機械工学系専攻長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 機械工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

共有サーバー内 機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 機械工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
機械工学科学科
長研究室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 機械工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

機械工学科就職
活動支援室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 機械工学科教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

機械工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案 機械工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 機械工学科該当教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31
電子ファ
イル

機械工学科該当
教員研究室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 機械工学科該当教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
機械工学科該当
教員研究室

機械工学科 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 ネットワーク関連申請書 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 酒類関係申告書 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 名誉教授の科研費申請に関する委員会 総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 自己点検・評価 総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

連携講座 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他無期限保存が必要であると認める文書 新型コロナウイルス対応関連 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定
電子
データ

共有サーバー内 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
電気電子情報系専攻教
員

2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子
データ

情報基盤のサー
バー

電気電子情報系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文
電気電子情報系専攻教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31
電子
データ

附属図書館工学
部分館

電気電子情報系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議
電気電子情報系専攻教
員

2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 学科事務室 電気電子情報系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
電気電子情報系専攻教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試）
電気電子情報系専攻教
員

2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 該当教員 電気電子情報系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 物質工学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 物質工学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
104就職資料室
（応化）

物質工学系専攻 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措

置
備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 物質工学系専攻教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 物質工学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
創成科学研究科
物質工学系専攻

物質工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

博士論文 博士論文 物質工学系専攻教員 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子文
書

図書館 物質工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 物質工学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 担当教員研究室 物質工学系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ものづくり創成センター運営委員会 ものづくり創成センター 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 ものづくり創成プロジェクト ものづくり創成センター 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

その他５年保存が必要であると認める文書 創成デザイン工学および演習 ものづくり創成センター 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

ものづくり創成セ
ンター事務室

ものづくり創成センター 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書 応用化学科該当教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書 応用化学科該当教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
応用化学科該当
教員研究室

応用化学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 応用化学科担当教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 担当教員研究室 応用化学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 応用化学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
応用化学科学科
学科長研究室

応用化学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 応用化学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 就職資料室104 応用化学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

応用化学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 学科入試委員 応用化学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 応用化学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 学科入試委員 応用化学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト）
感性デザイン工学科就職
担当教員

2021/4/1 ３年 2024/3/31
サー
バー内

感性デザイン工学
科

感性デザイン工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
感性デザイン工学科就職
担当教員

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
感性デザイン工学
科資料室または

感性デザイン工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試）
感性デザイン工学科就職
担当教員

2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
感性デザイン工学
科学科コピー室

感性デザイン工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 機械工学系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子ファ
イル

共有サーバー内 機械工学系専攻長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職関係資料(求人リスト) 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有
サー

社会建設工学科教
務員室
感性デザイン工学

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

修士論文 修士論文 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

附属図書館工学部
分館

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 専攻会議 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有
サー

社会建設工学科事
務室
感性デザイン工学

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

建設環境系専攻該
当教員研究室(社会
建設工学・国際建

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（大学院入試） 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有
サー

社会建設工学科教
務員室
感性デザイン工学

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有
サー

社会建設工学科教
務員室
感性デザイン工学

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

論文審査に関する文書〈審査基準〉 論文審査（審査基準） 建設環境系専攻教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有
サー

建設環境系専攻該
当教員研究室(社会
建設工学・国際建

建設環境系専攻 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
社会建設工学科該当教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
社会建設工学科該当教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サー

工学部社会建設
工学科該当教員

社会建設工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 社会建設工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有
サー

社会建設工学科
学科事務室

社会建設工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考 社会建設工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
社会建設工学科
長

社会建設工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

社会建設工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

社会建設工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試） 社会建設工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
社会建設工学科
教務員室

社会建設工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題
循環環境工学科該当教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
循環環境工学科
該当教員研究室

循環環境工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 循環環境工学科 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
循環環境工学科
学科長研究室

循環環境工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 クロスアポイントメント 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ティーチング・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 テニュアトラック運営委員会 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 テニュアトラック事業 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 リサーチ・アシスタント 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 過年度支給・過払関係 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項
職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文
書

各種証明書 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 覚書 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 期末・勤勉手当 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 規則改正 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 技術職員 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 休暇簿 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 共済組合保険経理厚生費 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 教員業績評価制度設計 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 教員公募 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置ポイント（技術経営研究科） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 勤務時間に係る各種申請・通知 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 勤務時間等状況表（MOT) 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 勤務時間等状況表（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 勤務時間報告書 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 健康診断 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期単発) 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 現員表 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 雇用保険関係 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 再雇用職員 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 社会保険関係 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 出勤簿（ＲＡ） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 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 出勤簿（ＴＡ） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当（退職者）・支給要件の喪失 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 常勤職員（MOT) 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場労働安全委員会・衛生委員会 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 職員の研修 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 教員業績評価 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
小分類の
変更（人事

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告関係 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 退職者・転出者一覧 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別貢献手当 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 役員兼業半期報告書 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 労働安全衛生業務（通知等） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書 総務企画課人事･職員係 2021/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書（非常勤講師） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄
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2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 労働条件通知書 労働条件通知書（TA・RA・SA） 総務企画課人事･職員係 2021/4/1
当該職員退
職後３年

未定 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 常盤事業場過半数代表者選挙管理委員会 総務企画課人事･職員係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課人事・職員係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ５６工学系学部長会議 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 Erasmus 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 GaN研究コンソーシアム 総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 ＩＣカード申請及び廃止綴り 総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 MOTアジアイノベーション関係 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理（海外郵便） 総務企画係 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 委員会委員の選出 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 宇部高校SSH事業 総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等〈保存用〉 各種広報物 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 各種申請等の認可 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 各種調査・統計・報告 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 学科長・専攻長会議 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 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

規則関係 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教育課程連携協議会 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 技術経営研究科教授会 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 教員等会議 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有
サーバ

共有サーバ内 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 近畿・中・四国工学部長懇談会 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 経営系専門職大学院認証評価 総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
「経営系専
門職大学

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

工学教育改革検討委員会 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 工学部教授会 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 広報室関係 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 国際連携に関する事項 協定校との交流に関する文書 国際交流 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 国際交流協定 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国際交流支援室会議 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事等に関する文書 式典・行事 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 社会連携 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張依頼書類 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 情報セキュリティ関係 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 情報公開及び保有個人情報管理関係 総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項
管理運営に関する補助金等外部資金に関する文
書

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
（enPit）

総務企画係 2021/4/1
当該事業終
了後５年

2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
事業終了
予定日は

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国工学部長会議 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科・医学系研究科　工学系代議員会 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 創成科学研究科教授会 総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 総務企画課総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 第３期法人評価 総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部事務協議会 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中・四国工学部長会議 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄
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2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項
学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関
する文書

中期目標・中期計画 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 通知 総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 日本工学教育協会 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長選挙 総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 学術研究に関する事項
放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な
文書

放射性同位元素 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 法人文書ファイル管理簿 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他１年保存が必要であると認める文書 慶弔 総務企画係 2021/4/1 １年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 郵便関係 総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画課総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

外部機関に提出した報告書 外部機関に提出した報告書
電気電子工学科該当教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

各種研究助成金に関する申請書 各種研究助成金に関する申請書
電気電子工学科該当教
員

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

就職関係資料〈求人リスト〉 就職（求人リスト） 電気電子工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31
電子
データ

情報基盤センター 電気電子工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

定期試験問題 定期試験問題 電気電子工学科教員 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試採点基準（筆記，口述）（推薦入学，編入学試験・
ＡＯ入試）

電気電子工学科該当教
員

2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
該当教員研究室

電気電子工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

入試採点基準〈筆記及び口述〉〈推薦入学､編入学
及び大学院入学〉

入試答案（推薦入試・編入学試験・ＡＯ入試）
電気電子工学科該当教
員

2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
学科事務室

電気電子工学科 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

学科・講座等の会議に関する文書 学科・講座等会議 電気電子工学科教員 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
学科事務室

電気電子工学科学科長 廃棄

2020 年度 令和2年
教育職員保有文書に関
する事項

大学教育職員の選考に関する文書 教員選考
電気電子工学科該当教
員

2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙
電気電子工学科
学科長研究室

電気電子工学科学科長 廃棄
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