
大分類 中分類 名称（小分類）

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 平成30年度起案簿 海洋開発系 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 令和元年度起案簿 海洋開発系 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 令和２年度起案簿 海洋開発系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 平成30年度合議簿 海洋開発系 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 令和元年度合議簿 海洋開発系 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 令和２年度合議簿 海洋開発系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 平成30年度受付件名簿 海洋開発系 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 令和元年度受付件名簿 海洋開発系 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 令和２年度受付件名簿 海洋開発系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2012年度 海洋開発系 １号館事務室 契約書 海洋開発系 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2016年度 海洋開発系 １号館事務室 委任について 海洋開発系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2016年度 海洋開発系 １号館事務室 覚書通知について 海洋開発系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2016年度 海洋開発系 １号館事務室 会議案内送付について 海洋開発系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2016年度 海洋開発系 １号館事務室 誓約書提出について 海洋開発系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2017年度 海洋開発系 １号館事務室 委任について 海洋開発系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 委任について 海洋開発系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2017年度 海洋開発系 １号館事務室 覚書通知について 海洋開発系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 覚書通知について 海洋開発系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 使用受払簿　スイカカード　令和２年度 海洋開発系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2017年度 海洋開発系 １号館事務室 誓約書提出について 海洋開発系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

作成・取得者作成（取得）年度等
分　                      類

文書管理者
保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 誓約書提出について 海洋開発系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2017年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2018年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 報告書の提出について 海洋開発系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 秘密義務契約の締結について 海洋開発系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 秘密義務契約の締結について 海洋開発系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 秘密義務契約の締結について 海洋開発系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2019年度 海洋開発系 １号館事務室 電波法に基づく無線局廃止申請について 海洋開発系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2020年度 海洋開発系 １号館事務室 委任について 海洋開発系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 海洋開発系 海洋開発系長 廃棄

2016年度 流体設計系 ２号館事務室 平成28年度起案簿 流体設計系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2017年度 流体設計系 ２号館事務室 平成29年度起案簿 流体設計系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2018年度 流体設計系 ２号館事務室 平成30年度起案簿 流体設計系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2019年度 流体設計系 ２号館事務室 令和元年度起案簿 流体設計系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2020年度 流体設計系 ２号館事務室 令和２年度起案簿 流体設計系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2017年度 流体設計系 ２号館事務室 平成29年度合議簿 流体設計系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系 廃棄

2017年度 流体設計系 ２号館事務室 平成29年度受付件名簿 流体設計系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系 廃棄

2018年度 流体設計系 ２号館事務室 平成30年度受付件名簿 流体設計系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系 廃棄

2019年度 流体設計系 ２号館事務室 令和元年度受付件名簿 流体設計系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系 廃棄

2020年度 流体設計系 ２号館事務室 令和２年度受付件名簿 流体設計系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系 廃棄

2018年度
流体設計系／流体性
能評価系

２号館事務室 平成30年度受証簿発送簿
流体設計系／流体性
能評価系

2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室
流体設計系／流体性
能評価系

流体設計系長／流体
性能評価系長

廃棄

2019年度
流体設計系／流体性
能評価系

２号館事務室 令和元年度受証簿発送簿
流体設計系／流体性
能評価系

2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室
流体設計系／流体性
能評価系

流体設計系長／流体
性能評価系長

廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 流体設計系 ２号館事務室 令和２年度受証簿発送簿 流体設計系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系 廃棄

2020年度 流体設計系 ２号館事務室 令和２年度外勤券受払簿 流体設計系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2009年度 流体部門 ２号館事務室 平成21年度起案文書 流体性能評価系 2010年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体性能評価系 流体性能評価系長 廃棄

2014年度 流体設計系 ２号館事務室 平成26年度起案文書　（7年保存） 流体設計系 2015年4月1日 7 2022/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2016年度 流体設計系 ２号館事務室 平成28年度起案文書　（5年保存） 流体設計系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2017年度 流体設計系 ２号館事務室 平成29年度起案文書　（5年保存） 流体設計系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2018年度 流体設計系 ２号館事務室 平成30年度起案文書　（5年保存） 流体設計系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2019年度 流体設計系 ２号館事務室 令和元年度起案文書　（5年保存） 流体設計系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2020年度 流体設計系 ２号館事務室 令和２年度起案文書　（5年保存） 流体設計系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2018年度 流体設計系 ２号館事務室 平成30年度起案文書　（6年保存） 流体設計系 2019年4月1日 6 2025/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2017年度 流体設計系 ２号館事務室 平成29年度起案文書　（10年保存） 流体設計系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2018年度 流体設計系 ２号館事務室 平成30年度起案文書　（10年保存） 流体設計系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2019年度 流体設計系 ２号館事務室 令和元年度起案文書　（10年保存） 流体設計系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2020年度 流体設計系 ２号館事務室 令和２年度起案文書　（10年保存） 流体設計系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1993年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 施設改修工事（完成図書）
水槽試験技術グルー
プ

1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1993年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 電源改修（図面）
水槽試験技術グルー
プ

1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2001年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 整備更新　完成図書（共通）
水槽試験技術グルー
プ

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2002年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 整備更新　完成図書（機械関係）
水槽試験技術グルー
プ

2003年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2002年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 整備更新　完成図書（造波機関係）
水槽試験技術グルー
プ

2003年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2002年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 整備更新完成図書（電気関係）（１／３）
水槽試験技術グルー
プ

2003年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者
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2002年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 整備更新完成図書（電気関係）（２／３）
水槽試験技術グルー
プ

2003年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2002年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 整備更新完成図書（電気関係）（３／３）
水槽試験技術グルー
プ

2003年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2001年度 流体設計系 水槽試験技術グループ
補修材の製作　完成図書（機械関係）（１／
１）

水槽試験技術グルー
プ

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2001年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 造波機等の製作　完成図書
水槽試験技術グルー
プ

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1995年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 制御装置改修工事　完成図書（1/2）
水槽試験技術グルー
プ

1996年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1995年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 制御装置改修工事　完成図書（2/2）
水槽試験技術グルー
プ

1996年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1971年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 駆動制御装置　完成図書
水槽試験技術グルー
プ

1972年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1994年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 撤去工事　完成図書
水槽試験技術グルー
プ

1995年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1993年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 改造工事　完成図書
水槽試験技術グルー
プ

1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1994年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 制御装置改修　完成図書 水槽試験技術グループ 1995年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2001年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 台車　完成図
水槽試験技術グルー
プ

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

2001年度 流体設計系 水槽試験技術グループ 設備改修工事（図面）
水槽試験技術グルー
プ

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 流体設計系 流体設計系長 廃棄

1991年度 海洋部門 ３号館事務室 水槽工事 海洋部門 1993年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 海洋先端技術系

海洋利用水中技術
系長

廃棄

1991年度 海洋部門 ３号館事務室 装置工事 海洋部門 1993年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 海洋先端技術系

海洋利用水中技術
系長

廃棄

1991年度 海洋部門 ３号館事務室 装置 海洋部門 1993年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 海洋先端技術系

海洋利用水中技術
系長

廃棄

2018年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室 平成30年度受付件名簿 海洋先端技術系事務室 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2019年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室 令和元年度受付件名簿 海洋先端技術系事務室 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2020年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室 令和２年度受付件名簿 海洋先端技術系事務室 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2016年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室 平成28年度起案簿
海洋利用水中技術系
事務室

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術
系長

廃棄

2017年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室 平成29年度起案簿
海洋利用水中技術系
事務室

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 海洋先端技術系 ３号館事務室 平成30年度起案簿 海洋先端技術系事務室 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2019年度 海洋先端技術系 ３号館事務室 令和元年度起案簿 海洋先端技術系事務室 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2020年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室 令和２年度起案簿 海洋先端技術系事務室 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2017年度 海洋利用水中技術系 ３号館事務室
平成29年度起案書（10年保存分）
海洋エネルギー研究関係

海洋利用水中技術系
事務室

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

廃棄

2018年度 海洋先端技術系 ３号館事務室
平成30年度起案書（10年保存分）
海洋エネルギー研究関係

海洋先端技術系事務室 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2019年度 海洋先端技術系 ３号館事務室
令和元年度起案書（10年保存分）
海洋エネルギー研究関係

海洋先端技術系事務室 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2020年度 海洋先端技術系 ３号館事務室
令和２年度起案書（10年保存分）
海洋エネルギー研究関係

海洋先端技術系事務室 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2020年度 海洋先端技術系 ３号館事務室 令和２年度外勤券受払簿 海洋先端技術系事務室 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2011年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成23年度起案簿 海洋リスク評価系 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2012年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成24年度起案簿 海洋リスク評価系 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2013年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成25年度起案簿 海洋リスク評価系 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2014年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成26年度起案簿 海洋リスク評価系 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2015年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成27年度起案簿 海洋リスク評価系 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2016年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成28年度起案簿 海洋リスク評価系 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2017年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成29年度起案簿 海洋リスク評価系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2018年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成30年度起案簿 海洋リスク評価系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2019年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 令和元年度起案簿 海洋リスク評価系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2020年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 令和２年度起案簿 海洋リスク評価系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2011年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成23年度起案文書 海洋リスク評価系 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2012年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成24年度起案文書 海洋リスク評価系 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄
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文書管理者
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2013年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成25年度起案文書 海洋リスク評価系 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2014年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成26年度起案文書 海洋リスク評価系 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2015年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成27年度起案文書 海洋リスク評価系 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2016年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成28年度起案文書 海洋リスク評価系 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2017年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成29年度起案文書 海洋リスク評価系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2018年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 平成30年度起案文書 海洋リスク評価系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2019年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 令和元年度起案文書 海洋リスク評価系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2020年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 令和２年度起案文書 海洋リスク評価系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2020年度 海洋リスク評価系 ４号館事務室 令和２年度外勤券受払簿 海洋リスク評価系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 海洋リスク評価系 海洋リスク評価系長 廃棄

2015年度 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

平成27年度起案簿 海洋利用水中技術系 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2015年度 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

平成27年度起案文書 海洋利用水中技術系 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2016年度 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

平成28年度起案簿 海洋利用水中技術系 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2016年度 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

平成28年度起案文書 海洋利用水中技術系 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2017年度 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

平成29年度起案簿 海洋利用水中技術系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2017年度 海洋利用水中技術系
海洋利用水中技術系
事務室

平成29年度起案文書 海洋利用水中技術系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2018年度 海洋先端技術系 海洋先端技術系事務室 平成30年度起案簿 海洋先端技術系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2018年度 海洋先端技術系 海洋先端技術系事務室 平成30年度起案文書 海洋先端技術系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2019年度 海洋先端技術系 海洋先端技術系事務室 令和元年度起案簿 海洋先端技術系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2019年度 海洋先端技術系 海洋先端技術系事務室 令和元年度起案文書 海洋先端技術系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2020年度 海洋先端技術系 海洋先端技術系事務室 令和２年度起案簿 海洋先端技術系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄
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2020年度 海洋先端技術系 海洋先端技術系事務室 令和２年度起案文書 海洋先端技術系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海洋先端技術系 海洋先端技術系長 廃棄

2016年度 運航・物流系 ５号館事務室 平成28年度起案簿
知識・データ
システム系

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2017年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 平成29年度起案簿
知識・データ
システム系

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2018年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 平成30年度起案簿
知識・データ
システム系

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2019年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和元年度起案簿
知識・データ
システム系

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2020年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和２年度起案簿
知識・データ
システム系

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2017年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 平成29年度起案文書（10年保存）
知識・データ
システム系

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2018年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 平成30年度起案文書（10年保存）
知識・データ
システム系

2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2019年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和元年度起案文書（10年保存）
知識・データ
システム系

2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2020年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和２年度起案文書（10年保存）
知識・データ
システム系

2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2017年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 平成29年度起案文書（5年保存）
知識・データ
システム系

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2018年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 平成30年度起案文書（5年保存）
知識・データ
システム系

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2019年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和元年度起案文書（5年保存）
知識・データ
システム系

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2020年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和２年度起案文書（5年保存）
知識・データ
システム系

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

2020年度
知識・データ
システム系

５号館事務室 令和２年度外勤券受払簿
知識・データ
システム系

2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室
知識・データ
システム系

知識・データ
システム系

廃棄

1994年度 構造・材料部門 構造解析研究グループ 複合荷重試験装置　取扱説明書１,２
構造解析研究グルー
プ

1995年4月1日 30 2025/3/31 紙
寿命評価

棟１階制御
室

構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2016年度 構造安全評価系 ６号館事務室 平成28年度起案簿 構造安全評価系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2017年度 構造安全評価系 ６号館事務室 平成29年度起案簿 構造安全評価系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2018年度 構造安全評価系 ６号館事務室 平成30年度起案簿 構造安全評価系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2019年度 構造安全評価系 ６号館事務室 令和元年度起案簿 構造安全評価系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 構造安全評価系 ６号館事務室 令和２年度起案簿 構造安全評価系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2016年度 構造安全評価系 ６号館事務室 平成28年度起案文書 構造安全評価系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2017年度 構造安全評価系 ６号館事務室 平成29年度起案文書 構造安全評価系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2018年度 構造安全評価系 ６号館事務室 平成30年度起案文書 構造安全評価系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2019年度 構造安全評価系 ６号館事務室 令和元年度起案文書 構造安全評価系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2020年度 構造安全評価系 ６号館事務室 令和２年度起案文書 構造安全評価系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2020年度 構造安全評価系 ６号館事務室 令和２年度Suica使用受払簿 構造安全評価系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 構造安全評価系 構造安全評価系長 廃棄

2018年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成30年度受付件名簿 構造基盤技術系 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄

2019年度 産業システム系 ８号館事務室 令和元年度受付件名簿 産業システム系 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2020年度 産業システム系 ８号館事務室 令和２年度受付件名簿 産業システム系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2018年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成30年度起案簿 構造基盤技術系 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄

2019年度 産業システム系 ８号館事務室 令和元年度起案簿 産業システム系 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2020年度 産業システム系 ８号館事務室 令和２年度起案簿 産業システム系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2018年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成30年度合議簿 構造基盤技術系 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄

2019年度 産業システム系 ８号館事務室 令和元年度合議簿 産業システム系 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2020年度 産業システム系 ８号館事務室 令和２年度合議簿 産業システム系 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2020年度 産業システム系 ８号館事務室 令和２年度外勤券受払簿 産業システム系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2015年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成27年度起案文書 構造基盤技術系 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄

2016年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成28年度起案文書 構造基盤技術系 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄

2017年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成29年度起案文書 構造基盤技術系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 構造基盤技術系 ８号館事務室 平成30年度起案文書 構造基盤技術系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 構造基盤技術系 構造基盤技術系長 廃棄

2019年度 産業システム系 ８号館事務室 令和元年度起案文書 産業システム系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2020年度 産業システム系 ８号館事務室 令和２年度起案文書 産業システム系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 産業システム系 産業システム系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和２年度外勤券受払簿 環境・動力系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2016年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成28年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2017年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成29年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2018年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成30年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2019年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和元年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和２年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2015年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成27年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2016年4月1日 7 2023/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2016年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成28年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2017年4月1日 7 2024/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2017年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成29年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2018年4月1日 7 2025/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2018年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成30年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2019年4月1日 7 2026/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2019年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和元年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2020年4月1日 7 2027/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和２年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2021年4月1日 7 2028/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2017年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成29年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2018年度 環境・動力系 ９号館事務室 平成30年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2019年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和元年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 ９号館事務室 令和２年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2016年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成２８年度起案簿 環境・動力系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2017年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成２９年度起案簿 環境・動力系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2018年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成30年度起案簿 環境・動力系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2019年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和元年度起案簿 環境・動力系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和２年度起案簿 環境・動力系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和２年度外勤券受払簿 環境・動力系 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2015年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成２７年度起案文書（7年保管） 環境・動力系 2016年4月1日 7 2023/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2016年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成２８年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2017年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成２９年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2018年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成３０年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2019年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和元年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和２年度起案文書（5年保管） 環境・動力系 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2017年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成２９年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2018年度 環境・動力系 １０号館事務室 平成３０年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2019年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和元年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 環境・動力系 １０号館事務室 令和２年度起案文書（10年保管） 環境・動力系 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 環境・動力系 環境・動力系長 廃棄

2020年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ 令和２年度外勤券受払簿

データシステム研究
グループ

2021年4月1日 1 2022/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2012年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成24年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2013年4月1日 10 2023/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2012年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成24年度受付文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2013年4月1日 10 2023/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2014年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成26年度起案文書
（7年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2015年4月1日 7 2022/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2015年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成27年度起案文書
（7年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2016年4月1日 7 2023/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
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備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2015年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成27年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2016年4月1日 10 2026/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2016年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成28年度起案文書
（5年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2016年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成28年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2017年4月1日 10 2027/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2016年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成28年度受付文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2017年4月1日 10 2027/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2017年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成29年度起案文書
（5年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2017年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成29年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2017年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成29年度受付文書
（10年保存分）

データシステム研究グループ
（2017年6月までは物流研究
グループ）

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2018年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成30年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究
グループ

2019年4月1日 10 2029/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2018年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成30年度受付文書
（5年保存分）

データシステム研究
グループ

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2018年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成30年度受付文書
（10年保存分）

データシステム研究
グループ

2019年4月1日 10 2029/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2019年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成31（令和元）年度起案文書
（5年保存分）

データシステム研究
グループ

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2019年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成31（令和元）年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究
グループ

2020年4月1日 10 2030/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2019年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成31（令和元）年度受付文書
（5年保存分）

データシステム研究
グループ

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2019年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

平成31（令和元）年度受付文書
（10年保存分）

データシステム研究
グループ

2020年4月1日 10 2030/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2020年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

令和２年度起案文書
（10年保存分）

データシステム研究
グループ

2021年4月1日 10 2031/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2020年度 知識・データシステム系
１１号館３Ｆ　データシステ
ム研究グループ

令和２年度受付文書
（10年保存分）

データシステム研究
グループ

2021年4月1日 10 2031/3/31 紙
11号館
301号室

データシステム研究
グループ

知識・データシステム
系長 廃棄

2016年度 国際連携センター 国際連携センター 平成28年度起案簿 国際連携センター 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 国際連携センター 国際連携センター長 廃棄

2017年度 国際連携センター 国際連携センター 平成29年度起案簿 国際連携センター 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 国際連携センター 国際連携センター長 廃棄

2018年度 国際連携センター 国際連携センター 平成30年度起案簿 国際連携センター 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 国際連携センター 国際連携センター長 廃棄

2019年度 国際連携センター 国際連携センター 令和元年度起案簿 国際連携センター 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 国際連携センター 国際連携センター長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 国際連携センター 国際連携センター 令和2年度起案簿 国際連携センター 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 国際連携センター 国際連携センター長 廃棄

2018年度 海難事故解析センター 海難事故解析センター 平成30年度起案簿 海難事故解析センター 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海難事故解析センター
海難事故解析
センター長

廃棄

2018年度 海難事故解析センター 海難事故解析センター 平成30年起案文書 海難事故解析センター 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 海難事故解析センター
海難事故解析
センター長

廃棄

2019年度 海難事故解析センター 海難事故解析センター 令和元年度起案簿 海難事故解析センター 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海難事故解析センター
海難事故解析
センター長

廃棄

2019年度 海難事故解析センター 海難事故解析センター 令和元年度起案文書 海難事故解析センター 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 海難事故解析センター
海難事故解析
センター長

廃棄

2020年度 海難事故解析センター 海難事故解析センター 令和2年度起案簿 海難事故解析センター 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海難事故解析センター
海難事故解析
センター長

廃棄

2020年度 海難事故解析センター 海難事故解析センター 令和2年度起案文書 海難事故解析センター 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 海難事故解析センター
海難事故解析
センター長

廃棄

2001年度 企画部 企画課 業務方法書 企画部企画課 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 企画課 業務方法書 企画部企画課 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 企画課 業務方法書 企画部企画課 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 企画課 業務方法書 企画部企画課 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所中期計
画

企画部企画課企画係 2002年4月1日 30 2032/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所中期目
標

企画部企画課企画係 2002年4月1日 30 2032/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所中期計
画

企画部企画課企画係 2007年4月1日 30 2037/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所中期目
標

企画部企画課企画係 2007年4月1日 30 2037/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所中期計
画

企画部企画課企画係 2012年4月1日 30 2042/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所中期目
標

企画部企画課企画係 2012年4月1日 30 2042/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成13
年度計画

企画部企画課企画係 2002年4月1日 30 2032/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成14
年度計画

企画部企画課企画係 2003年4月1日 30 2033/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成15
年度計画

企画部企画課企画係 2004年4月1日 30 2034/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄
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2004年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成16
年度計画

企画部企画課企画係 2005年4月1日 30 2035/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2005年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成17
年度計画

企画部企画課企画係 2006年4月1日 30 2036/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成18
年度計画

企画部企画課企画係 2007年4月1日 30 2037/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2007年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成19
年度計画

企画部企画課企画係 2008年4月1日 30 2038/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成20
年度計画

企画部企画課企画係 2009年4月1日 30 2039/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成21
年度計画

企画部企画課企画係 2010年4月1日 30 2040/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成22
年度計画

企画部企画課企画係 2011年4月1日 30 2041/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成23
年度計画

企画部企画課企画係 2012年4月1日 30 2042/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成24
年度計画

企画部企画課企画係 2013年4月1日 30 2043/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成25
年度計画

企画部企画課企画係 2014年4月1日 30 2044/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 企画課
独立行政法人海上技術安全研究所平成26
年度計画

企画部企画課企画係 2015年4月1日 30 2045/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 企画課
国立研究開発法人海上技術安全研究所平
成27年度計画

企画部企画課企画係 2016年4月1日 30 2046/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 企画課 平成13年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2002年4月1日 30 2032/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 企画課 平成14年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2003年4月1日 30 2033/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 企画課 平成15年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2004年4月1日 30 2034/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 企画課 平成16年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2005年4月1日 30 2035/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2005年度 企画部 企画課 平成17年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2006年4月1日 30 2036/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 企画課 平成18年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2007年4月1日 30 2037/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2007年度 企画部 企画課 平成19年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2008年4月1日 30 2038/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 企画課 平成20年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2009年4月1日 30 2039/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2009年度 企画部 企画課 平成21年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2010年4月1日 30 2040/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 企画課 平成22年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2011年4月1日 30 2041/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 企画課 平成23年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2012年4月1日 30 2042/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 企画課 平成24年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2013年4月1日 30 2043/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 企画課 平成25年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2014年4月1日 30 2044/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 企画課 平成26年度独立行政法人評価委員会関係 企画部企画課企画係 2015年4月1日 30 2045/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 企画課 平成27年度評価委員会関係 企画部企画課企画係 2016年4月1日 30 2046/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 企画課 平成28年度評価委員会関係 企画部企画課企画係 2017年4月1日 30 2047/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 企画課 平成29年度評価委員会関係 企画部企画課企画係 2018年4月1日 30 2048/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 企画課 平成30年度評価委員会関係 企画部企画課企画係 2019年4月1日 30 2049/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 企画課 令和元年度評価委員会関係 企画部企画課企画係 2020年4月1日 30 2050/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 企画課 令和2年度評価委員会関係 企画部企画課企画係 2021年4月1日 30 2051/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 企画課 平成30年度受付件名簿 企画部企画課企画係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 企画課 令和元年度受付件名簿 企画部企画課企画係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 企画課 令和2年度受付件名簿 企画部企画課企画係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 企画課 平成30年度起案簿 企画部企画課企画係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 企画課 令和元年度起案簿 企画部企画課企画係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 企画課 令和2年度起案簿 企画部企画課企画係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 企画課 令和2年度外勤券受払簿 企画部企画課企画係 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 企画課企画係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課
平成28年度海上技術安全研究所研究計
画・評価委員会

企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2017年度 企画部 研究業務課
平成29年度海上技術安全研究所研究計
画・評価委員会

企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課
平成30年度海上技術安全研究所研究計
画・評価委員会

企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課
平成31年度海上技術安全研究所研究計
画・評価委員会

企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課
令和2年度海上技術安全研究所研究計画・
評価委員会

企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度研究計画委員会
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度研究計画委員会
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度研究計画委員会
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度研究計画委員会
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度研究計画委員会
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度起案簿
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度起案簿
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度起案簿
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 令和元年度起案簿
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度起案簿
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度科学研究費補助金　１
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度科学研究費補助金　２
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度科学研究費補助金　３
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度科学研究費補助金　４
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度科学研究費補助金　１
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度科学研究費補助金　２
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度科学研究費補助金　３
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度科学研究費補助金　４
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度科学研究費補助金　１
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度科学研究費補助金　２
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度科学研究費補助金　３
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度科学研究費補助金　４
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度科学研究費補助金　その他
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度科学研究費補助金　１
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度科学研究費補助金　２
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度科学研究費補助金　３
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度科学研究費補助金　４
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度科学研究費補助金　５
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度科学研究費補助金　１
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度科学研究費補助金　２
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度科学研究費補助金　３
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度科学研究費補助金　４
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度　所外発表許可申請書　1～
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度　所外発表許可申請書　75～
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度　所外発表許可申請書　149～
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度　所外発表許可申請書　382～
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度　所外発表許可申請書　451～
企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課
平成28年度　所外発表許可申請書
（研究発表会等）

企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課
平成28年度　所外発表許可申請書
一括承認表

企画部研究業務課研
究情報係

2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　1～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　84～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　150～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　224～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　293～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　367～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度　所外発表許可申請書　465～
企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課
平成29年度　所外発表許可申請書
（研究発表会等）

企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課
平成29年度　所外発表許可申請書
一括承認表

企画部研究業務課研
究情報係

2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　1～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　81～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　161～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　241～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　331～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　401～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度　所外発表許可申請書　474～
企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課
平成30年度　所外発表許可申請書
（研究発表会等）

企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 企画部 研究業務課
平成30年度　所外発表許可申請書
一括承認表

企画部研究業務課研
究情報係

2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 倉庫
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度　所外発表許可申請書　1～
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 平成31年度　所外発表許可申請書
企画部研究業務課研
究情報係

2020年4月1日 5 2025年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度　所外発表許可申請書
企画部研究業務課研
究情報係

2021年4月1日 5 2026年3月31日 電子データ 事務室
企画部研究業務課研
究情報係

企画部長 廃棄

2016年度 企画部 業務室 平成28年度競争的資金関連資料 企画部業務室 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 業務室 平成29年度競争的資金関連資料 企画部業務室 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 業務室 平成30年度競争的資金関連資料 企画部業務室 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 業務室 令和元年度競争的資金関連資料 企画部業務室 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 業務室 令和2年度競争的資金関連資料 企画部業務室 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 業務室 平成28年度共同研究 企画部業務室 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 業務室 平成29年度共同研究 企画部業務室 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 業務室 平成30年度共同研究 企画部業務室 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 業務室 令和元年度共同研究 企画部業務室 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 業務室 令和2年度共同研究 企画部業務室 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 業務室 平成28年度受託契約 企画部業務室 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 業務室 平成29年度受託契約 企画部業務室 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 業務室 平成30年度受託契約 企画部業務室 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 業務室 令和元年度受託契約 企画部業務室 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 業務室 令和2年度受託契約 企画部業務室 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 業務室 平成28年度請負契約 企画部業務室 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2017年度 企画部 業務室 平成29年度請負契約 企画部業務室 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 業務室 平成30年度請負契約 企画部業務室 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 業務室 令和元年度請負契約 企画部業務室 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 業務室 令和2年度請負契約 企画部業務室 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 業務室 平成29年度起案簿 企画部業務室 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子データ 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 業務室 平成30年度起案簿 企画部業務室 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子データ 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 業務室 令和元年度起案簿 企画部業務室 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子データ 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 業務室 令和2年度起案簿 企画部業務室 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子データ 事務室 業務室業務係 企画部長 廃棄

1994年度 企画部 広報係 「船研ニュース」編集委員会 企画部広報係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

1997年度 企画部 広報係
青雲丸の実船実験に関する便宜供与依頼
について

企画部広報係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

1999年度 企画部 広報係 船舶技術研究所紹介ビデオ 企画部広報係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

1999年度 企画部 広報係 第1回船研講演会 企画部広報係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

1999年度 企画部 広報係 第73回研究発表会 企画部広報係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

1999年度 企画部 広報係 第73回研究発表会分析資料 企画部広報係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2000年度 企画部 広報係 21世紀夢の技術展 企画部広報係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2000年度 企画部 広報係
船舶技術研究所パンフレット平成元年～
平成12年

企画部広報係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2000年度 企画部 広報係 第2回 講演会資料 企画部広報係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2000年度 企画部 広報係 第74回研究発表会 企画部広報係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2000年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2000 企画部広報係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 広報係 海技研紹介ビデオ 改訂版 企画部広報係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2001年度 企画部 広報係 船研PR用OHP 企画部広報係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 広報係 第1回発表会 企画部広報係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 広報係 平成13年度 研究発表会（第1回） 企画部広報係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2001年度 企画部 広報係 平成13年度 講演会（第1回） 企画部広報係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2002 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 海技研ホームページ 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 海洋環境産業見本市2002 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 起案文書 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 ギネスブック申請書 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 後援・共催・協賛関係 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 産学官連携推進会議 第1回～第2回 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 第1回産学官連携推進会議資料 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2002 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2002（2） 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 ブース運営（海洋環境産業見本市） 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 平成14年度 研究発表会（第2回） 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 平成14年度 講演会（第2回） 企画部広報係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2002年度 企画部 広報係 平成15年度 研究発表会（第3回） 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 MARSIM03 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 学会誌等への投稿・寄稿 企画部広報係 2004年4月1日 20 2024/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2003年度 企画部 広報係 国際ガスタービン学会東京大会 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 第3回発表会 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 ブース運営（水のEXPO） 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 ブース運営記録調 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 平成15年度 講演会（第3回） 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2003年度 企画部 広報係 水のEXPO 企画部広報係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2004 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2004 特別セミナーH16.4.15 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 海技研ロゴマーク関係 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 起案文書 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 技術相談 企画部広報係 2005年4月1日 20 2025/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 産学官連携推進会議 第3回～ 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 謝金関係 企画部広報係 2005年4月1日 20 2025/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 団体等への展示協力 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2004 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 平成16年度 研究発表会（第4回） 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 平成16年度 講演会（第4回） 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2004年度 企画部 広報係 平成16年度 国土交通先端技術フォーラム 企画部広報係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2005年度 企画部 広報係 ISME2005 企画部広報係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2005年度 企画部 広報係 平成17年度 研究発表会（第5回） 企画部広報係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2005年度 企画部 広報係 平成17年度 講演会（第5回） 企画部広報係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 80m角水槽 釣り大会 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2006 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 海フェスタ 平成18年度 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 海技研PRビデオH18.8～H19.6 企画部広報係 2007年4月1日 20 2027/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係
海技研紹介ビデオ制作に係る企画コンペ
関係書類

企画部広報係 2007年4月1日 20 2027/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 起案文書H18.1～ 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2006 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 平成18年度 研究発表会（第6回） 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2006年度 企画部 広報係 平成18年度 講演会（第6回） 企画部広報係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2007年度 企画部 広報係 技術相談2 企画部広報係 2008年4月1日 20 2028/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2007年度 企画部 広報係 公開実験関係 企画部広報係 2008年4月1日 20 2028/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2007年度 企画部 広報係 平成19年度 研究発表会（第7回） 企画部広報係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2007年度 企画部 広報係 平成19年度 講演会（第7回） 企画部広報係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2008 企画部広報係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係
海技研ニュース「船と海のサイエンス」
2008秋～

企画部広報係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係 海技研ホームページ更新原稿 企画部広報係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2008 企画部広報係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係 平成20年度 海の月間研究施設一般公開 企画部広報係 2009年4月1日 20 2029/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係 平成20年度 研究発表会（第8回） 企画部広報係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄
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文書管理者
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備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2008年度 企画部 広報係 平成20年度 講演会（第8回） 企画部広報係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2008年度 企画部 広報係 平成20年度 広報委員会 企画部広報係 2009年4月1日 20 2029/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 広報係 ENEX2009 企画部広報係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 広報係 平成21年度 海の月間研究施設一般公開 企画部広報係 2010年4月1日 20 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 広報係 平成21年度 科学技術週間一般公開 企画部広報係 2010年4月1日 20 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 広報係 平成21年度 研究発表会（第9回） 企画部広報係 2010年4月1日 20 2030/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 広報係 平成21年度 講演会（第9回） 企画部広報係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2009年度 企画部 広報係
海技研ニュース「船と海のサイエンス」
2009秋～

企画部広報係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2010 企画部広報係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 実海域再現水槽紹介DVD関係 企画部広報係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2010 企画部広報係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 取扱説明書ファイル 企画部広報係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 平成22年度 海の月間研究施設一般公開 企画部広報係 2011年4月1日 20 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 平成22年度 科学技術週間一般公開 企画部広報係 2011年4月1日 20 2031/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 平成22年度 研究発表会（第10回） 企画部広報係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2010年度 企画部 広報係 平成22年度 講演会（第10回） 企画部広報係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 BARI-SHIP 2011 企画部広報係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 第6回再生可能エネルギー世界展示会 企画部広報係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年～27年　起案文書 企画部広報係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 海の月間研究施設一般公開 企画部広報係 2012年4月1日 20 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者
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備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 科学技術週間一般公開 企画部広報係 2012年4月1日 20 2032/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 研究発表会（第11回） 企画部広報係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 講演会（第11回） 企画部広報係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 取材・見学届 企画部広報係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係
平成23年度 調達要求書（控） 知的財産・
情報センター （広報・旅費等関係）

企画部広報係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 プレス発表関係 企画部広報係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 平成23年度 ホームページ編集委員会 企画部広報係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2011年度 企画部 広報係 申込みフォームシステム制作 企画部広報係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2012 企画部広報係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 第11回産学官連携推進会議 企画部広報係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 第7回再生可能エネルギー世界展示会 企画部広報係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 テクノオーシャン2012 企画部広報係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 海技研関連記事 企画部広報係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 科学技術週間一般公開 企画部広報係 2013年4月1日 20 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 研究発表会（第12回） 企画部広報係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 講演会（第12回） 企画部広報係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 取材・見学等 企画部広報係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 調達要求書（控） 企画部広報係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 夏の一般公開 企画部広報係 2013年4月1日 20 2033/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2012年度 企画部 広報係 平成24年度 プレス発表関係 企画部広報係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄
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作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
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備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2013年度 企画部 広報係 海技研パンフ　2013　2014 企画部広報係 2014年4月1日 20 2034/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 バリシップ2013 企画部広報係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 パンフ・ポスター等 企画部広報係 2014年4月1日 20 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 船と海のサイエンス 企画部広報係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 船と海のサイエンス 海技研ニュース 企画部広報係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 研究発表会（第13回） 企画部広報係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 講演会（第13回） 企画部広報係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 合同セミナー 企画部広報係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 取材・見学等 企画部広報係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 調達要求書（控） 企画部広報係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 夏の一般公開 企画部広報係 2014年4月1日 20 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 春の一般公開 企画部広報係 2014年4月1日 20 2034/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2013年度 企画部 広報係 平成25年度 プレス発表関係 企画部広報係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 ＪＯＧＭＥＣ　テクノフォーラム　2014 企画部広報係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 SEA JAPAN 2014 企画部広報係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 公開実験 H26年度 企画部広報係 2015年4月1日 20 2035/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 テクノ・オーシャン　2014 企画部広報係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 平成26年　プレス発表関係 企画部広報係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 平成26年度 研究発表会（第14回） 企画部広報係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 平成26年度 講演会（第14回） 企画部広報係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2014年度 企画部 広報係 平成26年度 取材・見学等 企画部広報係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 平成26年度 調達要求書(控) 企画部広報係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2014年度 企画部 広報係 平成26年度 春の一般公開 企画部広報係 2015年4月1日 20 2035/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 ＪＯＧＭＥＣ　テクノフォーラム　2015 企画部広報係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係
新しい海洋産業の創出による地域の発展と人材
育成に関するシンポジウム　平成27年7月 企画部広報係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 海技研パンフ　平成29年度～ 企画部広報係 2016年4月1日 20 2036/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 公開実験 H27年度 企画部広報係 2016年4月1日 20 2036/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 サイエンスアゴラ　2015 企画部広報係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 バリシップ　2015 企画部広報係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 平成27年　講演会（第15回） 企画部広報係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 平成27年　取材・見学等 企画部広報係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 平成27年　調達要求書 企画部広報係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 平成27年　プレス発表関係 企画部広報係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 平成27年度 研究発表会（第15回） 企画部広報係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2015年度 企画部 広報係 平成27年度 春の一般公開 企画部広報係 2016年4月1日 20 2036/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 ＳＥＡ　ＪＡＰＡＮ　2016 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 海技研100周年記念事業 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 海洋都市横浜うみ博　2016 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係
香川県地域経済牽引産業高度化促進シン
ポジウム　平成28年11月7日

企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 起案簿 H28年度～ 企画部広報係 2017年4月1日 10 2027/3/31 電子 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2016年度 企画部 広報係 公開実験 H28年度 企画部広報係 2017年4月1日 20 2037/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 水槽50周年記念講演会 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 テクノ・オーシャン　2016 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 平成28年　研究発表会（第16回） 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 書庫 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 平成28年　取材・見学等 企画部広報係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 平成28年　調達要求書 企画部広報係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 平成28年　春の一般公開 企画部広報係 2017年4月1日 20 2037/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 平成28年～　起案文書 企画部広報係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 広報係 紋別シンポジウム　2016 企画部広報係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 ＪＯＧＭＥＣ　テクノフォーラム　2017 企画部広報係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 ＪＯＧＭＥＣ　テクノフォーラム　2018 企画部広報係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 ＪＯＧＭＥＣ　テクノフォーラム　2019 企画部広報係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 ＪＯＧＭＥＣ　テクノフォーラム　2020 企画部広報係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 OTC 2017 企画部広報係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 OTC 201８ 企画部広報係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 OTC 2019 企画部広報係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 OTC 2020 企画部広報係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 海洋都市横浜うみ博　2017 企画部広報係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 海洋都市横浜うみ博　2018 企画部広報係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 海洋都市横浜うみ博　2019 企画部広報係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 企画部 広報係 海洋都市横浜うみ博　2020 企画部広報係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 公開実験 H29年度 企画部広報係 2018年4月1日 20 2038/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 公開実験 H30年度 企画部広報係 2019年4月1日 20 2039/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 公開実験 令和元年度 企画部広報係 2020年4月1日 20 2040/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 公開実験 令和2年度 企画部広報係 2021年4月1日 20 2041/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 バリシップ　2017 企画部広報係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 バリシップ　2018 企画部広報係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 バリシップ　2019 企画部広報係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 バリシップ　2020 企画部広報係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 平成29年　研究発表会（第17回） 企画部広報係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 平成30年　研究発表会（第18回） 企画部広報係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 令和元年　研究発表会（第19回） 企画部広報係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 令和2年　研究発表会（第20回） 企画部広報係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 平成29年　講演会（第17回） 企画部広報係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 平成30年　講演会（第18回） 企画部広報係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 令和元年　講演会（第19回） 企画部広報係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 令和2年　講演会（第20回） 企画部広報係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 平成30年　調達要求書 企画部広報係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 平成29年　春の一般公開 企画部広報係 2018年4月1日 20 2038/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 平成30年　春の一般公開 企画部広報係 2019年4月1日 20 2039/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 企画部 広報係 令和元年　春の一般公開 企画部広報係 2020年4月1日 20 2040/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 令和2年　春の一般公開 企画部広報係 2021年4月1日 20 2041/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 広報係 平成29年度　広報委員会・外部委託 企画部広報係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 広報係 平成30年度　広報委員会・外部委託 企画部広報係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 広報係 令和元年　広報委員会・外部委託 企画部広報係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 広報係 令和2年　広報委員会・外部委託 企画部広報係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 企画部広報係 企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究業務課 平成28年度起案簿
企画部研究業務課
知的財産係

2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 研究業務課知的財産係企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究業務課 平成29年度起案簿
企画部研究業務課
知的財産係

2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 研究業務課知的財産係企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究業務課 平成30年度起案簿
企画部研究業務課
知的財産係

2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 研究業務課知的財産係企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究業務課 令和元年度起案簿
企画部研究業務課
知的財産係

2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 研究業務課知的財産係企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究業務課 令和2年度起案簿
企画部研究業務課
知的財産係

2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 研究業務課知的財産係企画部長 廃棄

2016年度 企画部 研究連携主管 平成28年度起案 研究連携主管 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 研究連携主管 企画部長 廃棄

2017年度 企画部 研究連携主管 平成29年度起案 研究連携主管 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 研究連携主管 企画部長 廃棄

2018年度 企画部 研究連携主管 平成30年度起案 研究連携主管 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 研究連携主管 企画部長 廃棄

2019年度 企画部 研究連携主管 令和元年度起案 研究連携主管 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 研究連携主管 企画部長 廃棄

2020年度 企画部 研究連携主管 令和2年度起案 研究連携主管 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 研究連携主管 企画部長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研
究所中長期計画

経営戦略室 2017年4月1日 30 2047/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研
究所中長期目標

経営戦略室 2017年4月1日 30 2047/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上技術安全研究所
平成28年度計画

経営戦略室 2017年4月1日 30 2047/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上技術安全研究所
平成29年度計画

経営戦略室 2018年4月1日 30 2048/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上技術安全研究所
平成30年度計画

経営戦略室 2019年4月1日 30 2049/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上技術安全研究所
令和元年度計画

経営戦略室 2020年4月1日 30 2050/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室
国立研究開発法人海上技術安全研究所
令和2年度計画

経営戦略室 2021年4月1日 30 2051/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　起案簿 経営戦略室 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　起案簿 経営戦略室 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　起案簿 経営戦略室 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　起案簿 経営戦略室 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室 令和2年度　起案簿 経営戦略室 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　受付簿 経営戦略室 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　受付簿 経営戦略室 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　受付簿 経営戦略室 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　受付簿 経営戦略室 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室 令和2年度　受付簿 経営戦略室 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　起案 経営戦略室 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　起案 経営戦略室 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　起案 経営戦略室 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　起案 経営戦略室 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室 令和2年度　起案 経営戦略室 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　通知等 経営戦略室 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　通知等 経営戦略室 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　通知等 経営戦略室 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　通知等 経営戦略室 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室 令和2年度　通知等 経営戦略室 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙/電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　理事会 経営戦略室 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　理事会 経営戦略室 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　理事会 経営戦略室 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　理事会 経営戦略室 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室 令和2年度　理事会 経営戦略室 2021年4月1日 10 2031/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　統合法人幹部会 経営戦略室 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　統合法人幹部会 経営戦略室 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　統合法人幹部会 経営戦略室 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　統合法人幹部会 経営戦略室 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2016年度 経営戦略室 経営戦略室 28　内部統制・リスク管理委員会 経営戦略室 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2017年度 経営戦略室 経営戦略室 29　内部統制・リスク管理委員会 経営戦略室 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2018年度 経営戦略室 経営戦略室 30　内部統制・リスク管理委員会 経営戦略室 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2019年度 経営戦略室 経営戦略室 令和元年度　内部統制・リスク管理委員会 経営戦略室 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2020年度 経営戦略室 経営戦略室 令和2年度　内部統制・リスク管理委員会 経営戦略室 2021年4月1日 10 2031/3/31 電子 事務室 経営戦略室 経営戦略室長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 在職者個人フォルダ 総務部総務課人事係 2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 退職者個人フォルダ 総務部総務課人事係 2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 在職者人事記録 総務部総務課人事係 2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2011年度 総務部 総務課 退職者人事記録 総務部総務課人事係 2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 職員の処分関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 労使関係管理 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 平成3年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1992年4月1日 30 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 平成4年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1993年4月1日 30 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 平成5年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1994年4月1日 30 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 平成6年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 平成7年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1996年4月1日 30 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 平成8年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1997年4月1日 30 2027/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 平成9年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1997年度 総務部 総務課 平成10年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 1999年4月1日 30 2029/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 平成11年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 平成12年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2000年度 総務部 総務課 平成13年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 平成14年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 総務課 平成15年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2003年度 総務部 総務課 平成16年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 平成17年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 平成18年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 平成19年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者
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備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2008年度 総務部 総務課 平成20年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 平成21年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 平成22年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度休職・病休関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度休職・病休関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度休職・病休関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度休職・病休関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度休職・病休関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度休職・病休関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 平成3年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1992年4月1日 30 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 平成4年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1993年4月1日 30 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 平成5年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1994年4月1日 30 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 平成6年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 平成7年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1996年4月1日 30 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 平成8年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1997年4月1日 30 2027/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 平成9年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

1997年度 総務部 総務課 平成10年度採用関係綴 総務部総務課人事係 1999年4月1日 30 2029/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 平成11年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 平成12年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2000年度 総務部 総務課 平成13年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 平成14年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 総務課 平成15年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2003年度 総務部 総務課 平成16年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 平成17年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 平成18年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 平成19年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2008年度 総務部 総務課 平成20年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 平成21年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 平成22年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度採用関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度採用関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度採用関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 人事課 平成30年度採用関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度採用関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度採用関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 平成3年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1992年4月1日 30 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 平成4年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1993年4月1日 30 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 平成5年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1994年4月1日 30 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 平成6年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 平成7年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1996年4月1日 30 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 平成8年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1997年4月1日 30 2027/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 平成9年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1997年度 総務部 総務課 平成10年度発令関係綴 総務部総務課人事係 1999年4月1日 30 2029/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 平成11年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 平成12年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2000年度 総務部 総務課 平成13年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 平成14年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 総務課 平成15年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2004年度 総務部 総務課 平成16年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 平成17年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 平成18年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 平成19年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2008年度 総務部 総務課 平成20年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 平成21年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 平成22年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度発令関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度発令関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度発令関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度発令関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度発令関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度発令関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 平成3年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1992年4月1日 30 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 平成4年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1993年4月1日 30 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 平成5年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1994年4月1日 30 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 平成6年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 平成7年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1996年4月1日 30 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 平成8年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1997年4月1日 30 2027/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 平成9年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

1997年度 総務部 総務課 平成10年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 1999年4月1日 30 2029/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 平成11年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 平成12年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2000年度 総務部 総務課 平成13年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 平成14年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 総務課 平成15年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2003年度 総務部 総務課 平成16年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 平成17年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 平成18年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 平成19年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2008年度 総務部 総務課 平成20年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 平成21年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 平成22年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度非常勤職員関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度非常勤職員関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度非常勤職員関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 人事課 平成30年度非常勤職員関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度非常勤職員関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度非常勤職員関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 平成3年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1992年4月1日 30 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 平成4年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1993年4月1日 30 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 平成5年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1994年4月1日 30 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 平成6年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 平成7年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1996年4月1日 30 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 平成8年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1997年4月1日 30 2027/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 平成9年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1997年度 総務部 総務課 平成10年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 1999年4月1日 30 2029/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 平成11年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 平成12年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2000年度 総務部 総務課 平成13年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 平成14年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 総務課 平成15年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2003年度 総務部 総務課 平成16年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 平成17年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 平成18年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 平成19年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2008年度 総務部 総務課 平成20年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 平成21年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 平成22年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度叙勲関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度叙勲関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度叙勲関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度叙勲関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度叙勲関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度叙勲関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 平成3年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1992年4月1日 30 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 平成4年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1993年4月1日 30 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 平成5年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1994年4月1日 30 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 平成6年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1995年4月1日 30 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 平成7年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1996年4月1日 30 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 平成8年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1997年4月1日 30 2027/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 平成9年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1998年4月1日 30 2028/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

1997年度 総務部 総務課 平成10年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 1999年4月1日 30 2029/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 平成11年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2000年4月1日 30 2030/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 平成12年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2000年度 総務部 総務課 平成13年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2002年4月1日 30 2032/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 平成14年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2003年4月1日 30 2033/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 総務課 平成15年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2004年4月1日 30 2034/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2003年度 総務部 総務課 平成16年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2005年4月1日 30 2035/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 平成17年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 平成18年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 平成19年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2008年度 総務部 総務課 平成20年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 平成21年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 平成22年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度表彰関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度表彰関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度表彰関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 人事課 平成30年度表彰関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度表彰関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度表彰関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度格付関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度格付関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度格付関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度格付関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度格付関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成28年度格付関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成29年度格付関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成３０年度格付関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度格付関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度格付関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度格付審査委員会関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度格付審査委員会関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度格付審査委員会関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度格付審査委員会関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度格付審査委員会関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度格付審査委員会関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度格付審査委員会関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 人事課 平成30年度格付審査委員会関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度格付審査委員会関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度格付審査委員会関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度退職手当関係綴 総務部総務課人事係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度退職手当関係綴 総務部総務課人事係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度退職手当関係綴 総務部総務課人事係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度退職手当関係綴 総務部総務課人事係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度退職手当関係綴 総務部総務課人事係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度退職手当関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度退職手当関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度退職手当関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度退職手当関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度退職手当関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度外国依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度外国出張旅費関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度外国依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度外国出張旅費関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度外国依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度外国出張旅費関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度外国依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 人事課 令和元年度外国出張旅費関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度外国依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 書庫 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度外国出張旅費関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度贈与等報告書関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度贈与等報告書関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度贈与等報告書関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度贈与等報告書関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度贈与等報告書関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度調査・報告関係綴 総務部人事課職員係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度調査・報告関係綴 総務部人事課職員係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度調査・報告関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度調査・報告関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度調査・報告関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度委員委嘱（回答）関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度委員委嘱（回答）関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度委員委嘱（回答）関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度各種証明関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度各種証明関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度各種証明関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度兼業関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 人事課 令和元年度兼業関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度兼業関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度研修関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元度研修関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2度研修関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度国内依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度国内依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度国内依頼出張関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度住所変更届出綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度住所変更届出綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度住所変更届出綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度派遣職員・学生関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度派遣職員・学生関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度派遣職員・学生関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度赴任旅費関係綴 総務部総務課人事係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度赴任旅費関係綴 総務部総務課人事係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度赴任旅費関係綴 総務部総務課人事係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度履歴変更届出関係綴 総務部人事課職員係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度履歴変更届出関係綴 総務部人事課職員係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度履歴変更届出関係綴 総務部人事課職員係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課職員係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2001年度 総務部 総務課 法人登記関係 総務部総務課総務係 2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 法人登記関係 総務部総務課総務係 2007年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 法人登記関係 総務部総務課総務係 2016年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 法人登記関係 総務部総務課総務係 2017年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 法人登記関係 総務部総務課総務係 2021年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度監事監査 総務部総務課総務係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度監事監査 総務部総務課総務係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度監事監査 総務部総務課総務係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度監事監査 総務部総務課総務係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成2７年度監事監査 総務部総務課総務係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成28年度監事監査 総務部総務課総務係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成29年度監事監査 総務部総務課総務係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度監事監査 総務部総務課総務係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度監事監査 総務部総務課総務係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度監事監査 総務部総務課総務係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 平成23年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2012年4月1日 10 2022/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 平成24年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2013年4月1日 10 2023/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 平成25年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2014年4月1日 10 2024/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 平成26年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2015年4月1日 10 2025/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成27年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2016年4月1日 10 2026/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2016年度 総務部 総務課 平成28年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2017年4月1日 10 2027/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成29年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2018年4月1日 10 2028/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2019年4月1日 10 2029/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2020年4月1日 10 2030/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度幹部会資料・議事録 総務部総務課総務係 2021年4月1日 10 2031/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成28年出勤簿 総務部総務課総務係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成29年出勤簿 総務部総務課総務係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成30年出勤簿 総務部総務課総務係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 令和元年出勤簿 総務部総務課総務係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和2年出勤簿 総務部総務課総務係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成28年休暇簿 総務部総務課総務係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成29年休暇簿 総務部総務課総務係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成30年休暇簿 総務部総務課総務係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 令和元年休暇簿 総務部総務課総務係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和2年休暇簿 総務部総務課総務係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 平成28年時間外勤務命令簿 総務部総務課総務係 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成29年時間外勤務命令簿 総務部総務課総務係 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成30年時間外勤務命令簿 総務部総務課総務係 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 令和元年時間外勤務命令簿 総務部総務課総務係 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和2年時間外勤務命令簿 総務部総務課総務係 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 総務課 平成30年近距離旅行命令簿 総務部総務課総務係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年近距離旅行命令簿 総務部総務課総務係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年近距離旅行命令簿 総務部総務課総務係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度出張上申書・復命書 総務部総務課総務係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙
本館2階

倉庫
総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年出張上申書・復命書 総務部総務課総務係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年出張上申書・復命書 総務部総務課総務係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度身分証明書発行簿 総務部総務課総務係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度身分証明書発行簿 総務部総務課総務係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度身分証明書発行簿 総務部総務課総務係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成３０年度守衛日誌 総務部総務課総務係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 守衛所 総務課総務係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度守衛日誌 総務部総務課総務係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 守衛所 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度守衛日誌 総務部総務課総務係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 守衛所 総務課総務係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度外勤券受払簿・貸出簿 総務部総務課総務係 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 総務課総務係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 公務災害認定関係 総務部総務課福祉係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 公務災害補償費の請求 総務部総務課福祉係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 公務災害補償費の配布支出 総務部総務課福祉係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度衛生専門委員会資料 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度衛生専門委員会資料 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度衛生専門委員会資料 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度健康診断関係 総務部人事課福祉係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度健康診断関係 総務部人事課福祉係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度健康診断関係 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度健康診断関係 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度健康診断関係 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度ストレスチェック関係 総務部人事課福祉係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度ストレスチェック関係 総務部人事課福祉係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度ストレスチェック関係 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度ストレスチェック関係 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度ストレスチェック関係 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度住宅事情調査 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度住宅事情調査 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度住宅事情調査 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 掛金払込内訳書 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 人事課 掛金払込内訳書 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 掛金払込内訳書 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成28年度宿舎使用料金額表 総務部総務課福祉係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成29年度宿舎使用料金額表 総務部総務課福祉係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度宿舎使用料金額表 総務部総務課福祉係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度宿舎使用料金額表 総務部総務課福祉係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度宿舎使用料金額表 総務部総務課福祉係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度宿舎関係 総務部人事課福祉係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度宿舎関係 総務部人事課福祉係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度宿舎関係 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度宿舎関係 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度宿舎関係 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度宿舎転任等通報表 総務部人事課福祉係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度宿舎転任等通報表 総務部人事課福祉係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度宿舎転任等通報表 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度宿舎転任等通報表 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度宿舎転任等通報表 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度ベビーシッター派遣事業 総務部人事課福祉係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度ベビーシッター派遣事業 総務部人事課福祉係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度ベビーシッター派遣事業 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 人事課 令和元年度ベビーシッター派遣事業 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度ベビーシッター派遣事業 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 人事課 平成28年度個人型確定拠出年金 総務部人事課福祉係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度個人型確定拠出年金 総務部人事課福祉係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度個人型確定拠出年金 総務部人事課福祉係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度個人型確定拠出年金 総務部人事課福祉係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度個人型確定拠出年金 総務部人事課福祉係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 人事課福祉係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 海上技術安全研究所給与規程作成資料 総務部総務課給与係 2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 基準給与簿 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 基準給与簿 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 基準給与簿 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 基準給与簿 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 給与所得の源泉徴収票、発行願等綴 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 給与所得の源泉徴収票、発行願等綴 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 給与所得の源泉徴収票、発行願等綴 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度勤務時間報告書 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度勤務時間報告書 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度勤務時間報告書 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 人事課 平成29年度住居手当認定簿 総務部人事課給与係 2018年4月1日 3 2021/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度住居手当認定簿 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 人事課 令和元年度住居手当認定簿 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度住居手当認定簿 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度住居届 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度住居届 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度住居届 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度住宅取得等特別控除申告書 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度住宅取得等特別控除申告書 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度住宅取得等特別控除申告書 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度住民税額通知書 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度住民税額通知書 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度住民税額通知書 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度職員別給与簿 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度職員別給与簿 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度職員別給与簿 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度通勤手当認定簿 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度通勤手当認定簿 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度通勤手当認定簿 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成３０年度通勤届 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度通勤届 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度通勤届 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 人事課 平成３０年度特別徴収異動届出書 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度特別徴収異動届出書 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度特別徴収異動届出書 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度扶養控除等申告書 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度扶養控除等申告書 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度扶養控除等申告書 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度扶養手当認定簿 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度扶養手当認定簿 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度扶養手当認定簿 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度扶養親族届 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度扶養親族届 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度扶養親族届 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 人事課 平成30年度保険料・配特申告書 総務部人事課給与係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 人事課 令和元年度保険料・配特申告書 総務部人事課給与係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 令和2年度保険料・配特申告書 総務部人事課給与係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 人事課 人事異動に伴う給与通報 総務部人事課給与係 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 人事課給与係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 法人文書ファイル管理簿 総務部総務課文書係 2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2008年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 規則番号簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2008年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2012年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 規程番号簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2005年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2006年4月1日 30 2036/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2006年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2007年4月1日 30 2037/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2007年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2008年4月1日 30 2038/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2008年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2009年4月1日 30 2039/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2009年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2010年4月1日 30 2040/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2010年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2011年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2016年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 細則番号簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1985年度 総務部 総務課 達（昭和６２年度） 総務部総務課文書係 1987年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1986年度 総務部 総務課 達（昭和６３年度） 総務部総務課文書係 1988年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1987年度 総務部 総務課 達（昭和６３年度） 総務部総務課文書係 1989年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1997年度 総務部 総務課 達（平成１０年度） 総務部総務課文書係 1999年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1998年度 総務部 総務課 達（平成１１年度） 総務部総務課文書係 2000年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1999年度 総務部 総務課 達（平成１２年度） 総務部総務課文書係 2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1989年度 総務部 総務課 達（平成２年度） 総務部総務課文書係 1991年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1990年度 総務部 総務課 達（平成３年度） 総務部総務課文書係 1992年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1991年度 総務部 総務課 達（平成４年度） 総務部総務課文書係 1993年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1992年度 総務部 総務課 達（平成５年度） 総務部総務課文書係 1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1993年度 総務部 総務課 達（平成６年度） 総務部総務課文書係 1995年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1994年度 総務部 総務課 達（平成７年度） 総務部総務課文書係 1996年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1995年度 総務部 総務課 達（平成８年度） 総務部総務課文書係 1997年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1996年度 総務部 総務課 達（平成９年度） 総務部総務課文書係 1998年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

1988年度 総務部 総務課 達（平成元年度） 総務部総務課文書係 1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2011年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2012年4月1日 10 2022/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2012年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2013年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2014年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2015年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護関係 総務部総務課文書係 2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年押印記録簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年押印記録簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年押印記録簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度受付件名簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度受付件名簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度受付件名簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度受証簿発送簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度受証簿発送簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度受証簿発送簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成28年度起案簿 総務部総務課文書係 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2017年度 総務部 総務課 平成29年度起案簿 総務部総務課文書係 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度起案簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度起案簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度起案簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度合議簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度合議簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度合議簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 公印原簿 総務部総務課文書係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 公印原簿 総務部総務課文書係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 公印原簿 総務部総務課文書係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 公印原簿 総務部総務課文書係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 公印原簿 総務部総務課文書係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 公印廃止関係 総務部総務課文書係 2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 公印廃止関係 総務部総務課文書係 2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 公印廃止関係 総務部総務課文書係 2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 公印廃止関係 総務部総務課文書係 2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 公印廃止関係 総務部総務課文書係 2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度　切手払出簿等 総務部総務課文書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度　切手払出簿等 総務部総務課文書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度　切手払出簿等 総務部総務課文書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 総務課 平成30年度郵便送付書 総務部総務課文書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度郵便送付書 総務部総務課文書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度郵便送付書 総務部総務課文書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 平成28年度　公文書管理業務 総務部総務課文書係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 ２階倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 平成29年度　公文書管理業務 総務部総務課文書係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 ２階倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成30年度　公文書管理業務 総務部総務課文書係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 ２階倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度　公文書管理業務 総務部総務課文書係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度　公文書管理業務 総務部総務課文書係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課
平成28年度　法人文書・保有個人情報管
理状況監査関係

総務部総務課文書係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 ２階倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課
平成29年度　法人文書・保有個人情報管
理状況監査関係

総務部総務課文書係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 ２階倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課
平成30年度　法人文書・保有個人情報管
理状況監査関係

総務部総務課文書係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 ２階倉庫 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課
令和元年度　法人文書・保有個人情報管
理状況監査関係

総務部総務課文書係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課
令和2年度　法人文書・保有個人情報管理
状況監査関係

総務部総務課文書係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2018年度 総務部 総務課 平成３０年度　図書運用委員会 総務部総務課図書係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 令和元年度　図書運用委員会 総務部総務課図書係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 令和2年度　図書運用委員会 総務部総務課図書係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 図書原簿（H13～） 総務部総務課図書係 2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2001年度 総務部 総務課 蔵書（H13～） 総務部総務課図書係 2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2016年度 総務部 総務課 文献複写依頼 総務部総務課図書係 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2017年度 総務部 総務課 文献複写依頼 総務部総務課図書係 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2018年度 総務部 総務課 文献複写依頼 総務部総務課図書係 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2019年度 総務部 総務課 文献複写依頼 総務部総務課図書係 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2020年度 総務部 総務課 文献複写依頼 総務部総務課図書係 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 総務課文書係 総務課長 廃棄

2002年度 総務部 会計課 平成13年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2003年4月1日 常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2003年度 総務部 会計課 平成14年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2004年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2004年度 総務部 会計課 平成15年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2005年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2005年度 総務部 会計課 平成16年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2006年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2006年度 総務部 会計課 平成17年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2007年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2007年度 総務部 会計課 平成18年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2008年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2008年度 総務部 会計課 平成19年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2009年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2009年度 総務部 会計課 平成20年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2010年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2010年度 総務部 会計課 平成21年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2011年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2011年度 総務部 会計課 平成22年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2012年度 総務部 会計課 平成23年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2013年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2013年度 総務部 会計課 平成24年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2014年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2014年度 総務部 会計課 平成25年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2015年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2015年度 総務部 会計課 平成26年度財務諸表関係 総務部会計課経理係 2016年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成27年度財務諸表関係 総務部会計課財務係 2017年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成28年度財務諸表関係 総務部会計課財務係 2018年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成29年度財務諸表関係 総務部会計課財務係 2019年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 会計課 平成30年度財務諸表関係 総務部会計課財務係 2020年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和元年度財務諸表関係 総務部会計課財務係 2021年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度合計残高試算表 総務部会計課財務係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度合計残高試算表 総務部会計課財務係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度合計残高試算表 総務部会計課財務係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度合計残高試算表 総務部会計課財務係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度合計残高試算表 総務部会計課財務係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度受付件名簿 総務部会計課財務係 2019年4月1日 3 2022/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度受付件名簿 総務部会計課財務係 2020年4月1日 3 2023/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度受付件名簿 総務部会計課財務係 2021年4月1日 3 2024/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度起案簿 総務部会計課財務係 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度起案簿 総務部会計課財務係 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度起案簿 総務部会計課財務係 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度起案簿 総務部会計課財務係 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度起案簿 総務部会計課財務係 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度外勤券受払簿 総務部会計課財務係 2021年4月1日 1 2022/3/31 紙 事務室 会計課財務係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 施設整備費補助金（平成28年度） 総務部会計課予算係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 施設整備費補助金（平成29年度） 総務部会計課予算係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 施設整備費補助金（平成30年度） 総務部会計課予算係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 施設整備費補助金（令和元年度） 総務部会計課予算係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 総務部 会計課 施設整備費補助金（令和2年度） 総務部会計課予算係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度実行予算登録 総務部会計課予算係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度実行予算登録 総務部会計課予算係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度実行予算登録 総務部会計課予算係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度実行予算登録 総務部会計課予算係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度実行予算登録 総務部会計課予算係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成2８年度総表・交付金 総務部会計課予算係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度総表・交付金 総務部会計課予算係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度総表・交付金 総務部会計課予算係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度総表・交付金 総務部会計課予算係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度総表・交付金 総務部会計課予算係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度年度計画（予算関係） 総務部会計課予算係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度年度計画（予算関係） 総務部会計課予算係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度年度計画（予算関係） 総務部会計課予算係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度年度計画（予算関係） 総務部会計課予算係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度年度計画（予算関係） 総務部会計課予算係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課予算係 会計課長 廃棄

2001年度 総務部 施設安全課 財産承継関係
総務部施設安全課
管財係

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 土地整理関係
総務部施設安全課
管財係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 昭和61年度～平成12年度物品共用簿
総務部施設安全課
管財係

2001年4月1日 30 2031/3/31 紙 書庫 会計課管財係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度資産貸付 総務部会計課管財係 2019年4月1日 3 2022/3/31 紙 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 会計課 令和元年度資産貸付 総務部会計課管財係 2020年4月1日 3 2023/3/31 紙 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度資産貸付 総務部会計課管財係 2021年4月1日 3 2024/3/31 紙 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度起案簿 総務部会計課管財係 2017年4月1日 5 2022/3/31 電子 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度起案簿 総務部会計課管財係 2018年4月1日 5 2023/3/31 電子 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度起案簿 総務部会計課管財係 2019年4月1日 5 2024/3/31 電子 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度起案簿 総務部会計課管財係 2020年4月1日 5 2025/3/31 電子 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度起案簿 総務部会計課管財係 2021年4月1日 5 2026/3/31 電子 事務室 会計課管財係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度銀行関係 総務部会計課出納係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度銀行関係 総務部会計課出納係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度銀行関係 総務部会計課出納係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度銀行関係 総務部会計課出納係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度銀行関係 総務部会計課出納係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度支払一覧表 総務部会計課出納係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度支払一覧表 総務部会計課出納係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度支払一覧表 総務部会計課出納係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度支払一覧表 総務部会計課出納係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度支払一覧表 総務部会計課出納係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度資金繰表 総務部会計課出納係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 書庫 会計課出納係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度資金繰表 総務部会計課出納係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 書庫 会計課出納係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度資金繰表 総務部会計課出納係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 書庫 会計課出納係 会計課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 会計課 令和元年度資金繰表 総務部会計課出納係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 書庫 会計課出納係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度資金繰表 総務部会計課出納係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 書庫 会計課出納係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度収入・支出に関する証拠書類 総務部会計課出納係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度収入・支出に関する証拠書類 総務部会計課出納係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度収入・支出に関する証拠書類 総務部会計課出納係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度収入・支出に関する証拠書類 総務部会計課出納係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度収入・支出に関する証拠書類 総務部会計課出納係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 平成28年度小口現金関係 総務部会計課出納係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 平成29年度小口現金関係 総務部会計課出納係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 平成30年度小口現金関係 総務部会計課出納係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 令和元年度小口現金関係 総務部会計課出納係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 令和2年度小口現金関係 総務部会計課出納係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課出納係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課 政府調達（平成28年度） 総務部会計課契約係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 政府調達（平成29年度） 総務部会計課契約係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 政府調達（平成30年度） 総務部会計課契約係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 政府調達（令和元年度） 総務部会計課契約係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 政府調達（令和2年度） 総務部会計課契約係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 企画競争（平成29年度） 総務部会計課契約係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 企画競争（平成30年度） 総務部会計課契約係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 企画競争（令和元年度） 総務部会計課契約係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 総務部 会計課 企画競争（令和2年度） 総務部会計課契約係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課 総合評価落札方式（平成29年度） 総務部会計課契約係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課 総合評価落札方式（平成30年度） 総務部会計課契約係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課 総合評価落札方式（令和元年度） 総務部会計課契約係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課 総合評価落札方式（令和2年度） 総務部会計課契約係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2016年度 総務部 会計課
契約実績等の調査に係る文書
（平成28年度）

総務部会計課契約係 2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2017年度 総務部 会計課
契約実績等の調査に係る文書
（平成29年度）

総務部会計課契約係 2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2018年度 総務部 会計課
契約実績等の調査に係る文書
（平成30年度）

総務部会計課契約係 2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2019年度 総務部 会計課
契約実績等の調査に係る文書
（令和元年度）

総務部会計課契約係 2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2020年度 総務部 会計課
契約実績等の調査に係る文書
（令和2年度）

総務部会計課契約係 2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 会計課契約係 会計課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 フィルムバッジ測定結果報告
総務部施設安全課
安全係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度クレーン検査結果記録
総務部施設安全課
安全係

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度クレーン検査結果記録
総務部施設安全課
安全係

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度クレーン検査結果記録
総務部施設安全課
安全係

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度クレーン検査結果記録
総務部施設安全課
安全係

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度クレーン検査結果記録
総務部施設安全課
安全係

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度クレーン自主検査報告書
総務部施設安全課
安全係

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度クレーン自主検査報告書
総務部施設安全課
安全係

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度クレーン自主検査報告書
総務部施設安全課
安全係

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度クレーン自主検査報告書
総務部施設安全課
安全係

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度クレーン自主検査報告書
総務部施設安全課
安全係

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度ばい煙排出量調査報告書
総務部施設安全課
安全係

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度ばい煙排出量調査報告書
総務部施設安全課
安全係

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度ばい煙排出量調査報告書
総務部施設安全課
安全係

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度ばい煙排出量調査報告書
総務部施設安全課
安全係

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度ばい煙排出量調査報告書
総務部施設安全課
安全係

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度自主検査結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度自主検査結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度自主検査結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度自主検査結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度自主検査結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度消防設備点検結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度消防設備点検結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度消防設備点検結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度消防設備点検結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度消防設備点検結果報告書
総務部施設安全課
安全係

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課
平成２８年度地下タンク清掃及び漏洩検査
報告書

総務部施設安全課
安全係

2017年4月1日 5 2022/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課
平成２９年度地下タンク清掃及び漏洩検査
報告書

総務部施設安全課
安全係

2018年4月1日 5 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課
平成３０年度地下タンク清掃及び漏洩検査
報告書

総務部施設安全課
安全係

2019年4月1日 5 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課
令和元年度地下タンク清掃及び漏洩検査
報告書

総務部施設安全課
安全係

2020年4月1日 5 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2020年度 総務部 施設安全課
令和2年度地下タンク清掃及び漏洩検査報
告書

総務部施設安全課
安全係

2021年4月1日 5 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課安全係 施設安全課長 廃棄

2010年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2010年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2011年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2012年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2012年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2013年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2013年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2014年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2014年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2015年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2015年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2016年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2017年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2018年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2019年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る2020年度地球温暖化対策計画書

総務部施設安全課
環境係

2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2010年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る基準排出量決定申請書

総務部施設安全課
環境係

2011年4月1日 30 2041/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
東京都「地球温暖化対策計画書」制度によ
る基準排出量変更算定書

総務部施設安全課
環境係

2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 施設安全課環境係 施設安全課長 廃棄

1983年度 総務部 施設安全課 63号実験棟配線図（図面）
総務部施設安全課
電気係

1984年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1984年度 総務部 施設安全課 省エネ実験棟Ｑ完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

1985年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1986年度 総務部 施設安全課 3000トンＱ（図面）
総務部施設安全課
電気係

1987年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1987年度 総務部 施設安全課
船舶技研氷海技術部低温環境設備工事保
守指導案内書２／２（図面）

総務部施設安全課
電気係

1988年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1987年度 総務部 施設安全課 波浪荷重Ｑ・建屋完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

1988年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1988年度 総務部 施設安全課 機関1号館Ｑ・建屋完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

1989年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

1988年度 総務部 施設安全課
図書館東側二次変電設備撤去に伴う切り
廻し工事完成図（図面）

総務部施設安全課
電気係

1989年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1988年度 総務部 施設安全課 電子研事務庁舎Ｑ（図面）
総務部施設安全課
電気係

1989年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1989年度 総務部 施設安全課
63年度運輸省船舶技術研究所低温実験棟
電気設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1989年度 総務部 施設安全課 角水槽南電源室（図面）
総務部施設安全課
電気係

1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1989年度 総務部 施設安全課 機関動力部1号館（図面）
総務部施設安全課
電気係

1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1989年度 総務部 施設安全課
構内電話交換設備改修及び増設工事完成
図

総務部施設安全課
電気係

1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1989年度 総務部 施設安全課 上下動実験室承認願（図面）
総務部施設安全課
電気係

1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1989年度 総務部 施設安全課 電子研電子航法評価部分電盤図面（図面）
総務部施設安全課
電気係

1990年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1993年度 総務部 施設安全課
完成図船舶技研変動風水洞実験棟設備工
事

総務部施設安全課
電気係

1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1993年度 総務部 施設安全課 防火防爆Ｑ完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1993年度 総務部 施設安全課 防火防爆Ｑ承認図（図面）
総務部施設安全課
電気係

1994年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1999年度 総務部 施設安全課 守衛所（図面）
総務部施設安全課
電気係

2000年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

1999年度 総務部 施設安全課 通産局への工事計画届出書重要
総務部施設安全課
電気係

2000年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課
完成図船舶技術研究所特高受変電設備改
修その他工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 構内更新完成図書①
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 構内更新完成図書②
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課
自動検針システム用お客様端末装置新設
工事竣工図

総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 主変電所更新完成図書①
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 主変電所更新完成図書②
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 主変電所更新完成図書③
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄
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分　                      類
文書管理者

保存期間満
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2000年度 総務部 施設安全課 主変電所更新完成図書④
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課 主変電所更新完成図書⑤
総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課
船舶技術研究所特高受変電設備改修その
他工事完成図（原図）（図面）

総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2000年度 総務部 施設安全課
船舶技術研究所特高受変電設備改修その
他工事竣工図（原図）（図面）

総務部施設安全課
電気係

2001年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2001年度 総務部 施設安全課
交通安研低視程等電気設備その他工事
（完成図）

総務部施設安全課
電気係

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2001年度 総務部 施設安全課
船舶技研海洋環境保全総合実験棟電気設
備工事（完成図書）

総務部施設安全課
電気係

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2001年度 総務部 施設安全課
船舶技研海洋環境保全総合実験棟電気設
備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2002年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2002年度 総務部 施設安全課
交通安研大型自動車排気研究棟電気設備
工事（完成図）

総務部施設安全課
電気係

2003年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2004年度 総務部 施設安全課 主変電所中央監視制御装置改修工事
総務部施設安全課
電気係

2005年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 400ｍ水槽完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 キャビテーション実験室完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 運動性能部実験室電気設備工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
運輸研究機関総合図書館電気設備工事
（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
運輸省船舶技術研究所高圧蒸気源実験室
電気設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
運輸省船舶技術研究所大型水槽施設電気
設備竣工図面（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 運用申合書及び実施細目
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 管理部庁舎電気竣工図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 管理部庁舎冷房整備完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 機関性能開発部暖房整備工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
機関性能部第1棟、機関性能部第2棟（図
面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄
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2011年度 総務部 施設安全課 共通工学部実験室電気設備工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通安全公害研究所運動性能実験棟電気
設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通安全公害研究所第3審査棟冷房整備
電気設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通研3階庁舎・構造部低サイクル電気設
備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通研事務庁舎中央部・音響実験棟完成
図（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通研自動車審査場・電子研電波無響室
電気設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 交通研第3審査棟冷房整備完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通研低公害車実験棟電気設備工事（図
面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
交通構造物実験室排気ガス実験室審査場
電子航法研究所電波無響室等暖房その他
工事完成図（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 構内分電盤図面
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 歯車実験棟竣工図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 図書館Ｑ・建屋完成図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
船体構造部北東（南側）交通研第二エンジ
ン・審査部庁舎電気設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
船体構造部北棟・南棟電気設備工事（図
面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
船舶技術研究所船体構造部増築電気設備
工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
船舶技術研究所大陸棚再現水槽電気設備
工事・二回電気設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 船舶技術研究所電気設備保安規程
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
船舶技術研究所溶接工作部実験研究棟電
気設備ほか１件工事完成図（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
船舶技術研究所溶接工作部実験研究棟電
気設備工事・第二回・第三回（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 大型キャビテーション電気設備工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄
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文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2011年度 総務部 施設安全課 大型水槽照明改修工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
中型試験水槽施設・共通工学部実研室・運
動性能部実研室（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
大陸棚再現水槽電気設備工事、二回電気
設備工事（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
中水槽共通工学部実験室・運動性能部実
験室完成図

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 電気主任技術者選任・解任届
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 電子研航空施設部竣工図（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 電話構内配置図
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
電子航法研究所電波無響室電気設備工事
（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 東京電力関係１
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 東京電力関係２
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 動揺水槽曳航台車電気品配線工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 動揺水槽電気設備工事（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 動揺水槽電源関係（図面）
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
波浪荷重実験室・高圧蒸気源実験室・原子
力遮蔽実研室・電子航法実研室（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課
氷海再現水槽用受変電設備等工事完成図
（図面）

総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日
常用

（無期限）
常用（無期限） 紙 書庫 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 平成２３年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2012年度 総務部 施設安全課 平成２４年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2013年度 総務部 施設安全課 平成２５年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2014年度 総務部 施設安全課 平成２６年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2015年度 総務部 施設安全課 平成２７年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄
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保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度電力中央監視装置年報
総務部施設安全課
電気係

2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2011年度 総務部 施設安全課 平成２３年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2012年4月1日 30 2042/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2012年度 総務部 施設安全課 平成２４年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2013年4月1日 30 2043/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2013年度 総務部 施設安全課 平成２５年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2014年4月1日 30 2044/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2014年度 総務部 施設安全課 平成２６年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2015年4月1日 30 2045/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2015年度 総務部 施設安全課 平成２７年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2016年4月1日 30 2046/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2017年4月1日 30 2047/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2018年4月1日 30 2048/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2019年4月1日 30 2049/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2020年4月1日 30 2050/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度電力中央監視装置月報
総務部施設安全課
電気係

2021年4月1日 30 2051/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2012年度 総務部 施設安全課 平成２４年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2013年度 総務部 施設安全課 平成２５年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2014年度 総務部 施設安全課 平成２６年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2015年度 総務部 施設安全課 平成２７年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄
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2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度主変電所定期点検　報告書
総務部施設安全課
電気係

2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2012年度 総務部 施設安全課 平成２４年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2013年度 総務部 施設安全課 平成２５年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2014年度 総務部 施設安全課 平成２６年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2015年度 総務部 施設安全課 平成２７年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課 平成２８年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課 平成２９年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課 平成３０年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2019年度 総務部 施設安全課 令和元年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課 令和２年度電力中央監視装置日報
総務部施設安全課
電気係

2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2012年度 総務部 施設安全課
平成24年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2013年4月1日 10 2023/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2013年度 総務部 施設安全課
平成25年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2014年4月1日 10 2024/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2014年度 総務部 施設安全課
平成26年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2015年4月1日 10 2025/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2015年度 総務部 施設安全課
平成27年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2016年4月1日 10 2026/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2016年度 総務部 施設安全課
平成28年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2017年4月1日 10 2027/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2017年度 総務部 施設安全課
平成29年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2018年4月1日 10 2028/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2018年度 総務部 施設安全課
平成30年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2019年4月1日 10 2029/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄



大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者作成（取得）年度等

分　                      類
文書管理者

保存期間満
了時の措置

備考起算日 保存期間 保存期間満了日媒体の種類 保管場所 管理担当

2019年度 総務部 施設安全課
令和元年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2020年4月1日 10 2030/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄

2020年度 総務部 施設安全課
令和２年度二次変台及び分岐盤定期点検
結果報告書

総務部施設安全課
電気係

2021年4月1日 10 2031/3/31 紙 事務室 施設安全課電気係 施設安全課長 廃棄
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