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2006年度 機構本部 情報システム係 ドメイン申請関係 16 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 情報システム係 ホームページサーバー統合関係 16 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ
総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 情報システム係 業務システム関係 16 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 情報システム係 職員パソコン研修関係（平成１８年度） 16 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ
総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 情報システム係 端末更新、セキュリティ対策関連（平成１８年度） 16 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 情報システム係 法人文書ファイル統合関係 16 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 総務・法規係 平成１８年度　規程集関係 11 総務企画課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 総務・法規係 事件・事故・災害報告等（平成18年度） 総務企画課長 2007年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 総務・法規係 公印台帳 5 総務企画課長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 総務・法規係 平成１８年度　法人設立登記関係 1 総務企画課長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係 職員パソコン研修関係（平成１９年度） 16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子-共有サーバ
総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係 端末更新、セキュリティ対策関連（平成１９年度） 16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子-共有サーバ
総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係 施設使用料徴収に伴う利用団体管理システム機能追加一式 16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係 利用団体管理システム機能追加一式 16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係
地方教育施設事務用電子計算機セキュリティ対策及びドメイン一元
管理システムの構築　一式納入物件

16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係 平成二十年度本部機器更新 16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 情報システム係 平成二十一年事務用電子計算機システム更新 16 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 総務・法規係 平成１９年度　規程集関係 11 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 総務・法規係 事件・事故・災害報告等（平成19年度） 総務企画課長 2008年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 総務・法規係 公印台帳 5 総務企画課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2007年度 機構本部 総務・法規係 平成１９年度　法人設立登記関係 1 総務企画課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 職員パソコン研修関係（平成２０年度） 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 端末更新、セキュリティ対策関連（平成２０年度） 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 利用団体管理システムコンビニバーコード用紙改修納入物件 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 人事データベースシステム改修（次長制対応）納入物件 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係
人事システム改修及び平成２１年４月施行分人事院勧告対応に関
わる人事給与システム改修一式納入物件

16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係
施設利用料金改定に伴う改修及び業務改善に伴う受入団体管理シ
ステム機能追加一式納入物件

16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係
業務改善に伴う利用団体管理システム機能追加/改修一式納入物
件

16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 事務用電算システムクライアントの賃貸借納入物品 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 事務用電子計算機システム一式納入物件（正） 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 事務用電子計算機システム一式納入物件（副） 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 情報システム係 受入団体管理システムH20以降改修関連 16 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 総務・法規係 平成２０年度　規程関係 11 総務企画課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 総務・法規係 平成２０年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2009年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・評価係 ネーミングライツ導入検討（平成20年度） 18 総務企画課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 総務・法規係 公印台帳 5 総務企画課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 総務・法規係 平成２０年度　法人設立登記関係 1 総務企画課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・評価係 自治体からの意見書等（平成２０年度） 9 総務企画課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係
国立中央青少年交流の家事務用電算システムクライアント納品物
件

16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係 職員パソコン研修関係（平成２１年度） 16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子-共有サーバ
総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係 端末更新、セキュリティ対策関連（平成２１年度） 16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子-共有サーバ 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係 業務改善に伴う受入団体管理システム機能追加一式納入物品 16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

組織名：   独立行政法人国立青少年教育振興機構                　

　独立行政法人国立青少年教育振興機構法人文書ファイル管理簿



2009年度 機構本部 情報システム係
平成２１年１２月施行分人事院勧告対応に関わる人事給与システム
改修一式

16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係 料金徴収項目追加に伴う利用団体管理システム機能改修一式 16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係 IP-VPN、子どもゆめ基金、人事給与、個人調書、ホームページ他 16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 情報システム係 人事給与システム改修納入物件 16 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 平成２１年度　規程関係 11 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 平成２１年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 平成２１年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2010年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 平成２１年度　国立大隅青少年自然の家海浜事故対応 総務企画課長 2010年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 平成２１年度　新型インフルエンザ対応 104 総務企画課長 2010年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 公印台帳 5 総務企画課長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 総務・法規係 平成２１年度　法人設立登記関係 1 総務企画課長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・評価係 自治体からの意見書等（平成２１年度） 9 総務企画課長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 H23施設用PC購入関連 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 新規帳票開発に伴う利用団体管理システム機能改修一式 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連１ 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連２ 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連３ 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連４ 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連５ 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係
平成２２年１２月施行分人事院勧告対応に関わる人事給与システム
改修一式

16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係
平成２３年４月施行分賃金台帳に関わる人事給与システム改修一
式

16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 利用団体管理システム改修（団体マスタ整備）一式 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係
国立信州高遠青少年自然の家事務用電算システムクライアント納
品物件

16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係
事務用電子計算システムクライアントのセットアップ作業一式 納品
物

16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係
本部及び地方教育施設事務用電子計算機システムクライアントの
賃貸借納品物

16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 情報システム係 地方教育施設PC展開 16 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 平成２２年度　規程の制定・改廃 11 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 平成２２年度　法人文書の整備に係る依頼文等 12 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 法人文書ファイル管理簿 10 総務企画課長 2011年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 平成２２年度　事件・事故・災害報告 総務企画課長 2011年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 東北地方太平洋沖地震対応 10 総務企画課長 2011年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 企画・評価係 閣議決定に係る通知（平成２２年度） 2 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 企画・評価係 自治体からの意見書（平成２２年度） 9 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 公印台帳 5 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 平成２２年度　法人登記関係（変更申請等） 1 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2010年度 総務企画課 総務・法規係 国立青少年教育施設名誉所長の設置について 3 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 H23人給・財会PC等更新 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 個人調書システムマスタ変更作業納品物件一式 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 受入団体管理システム改修（宿泊・個人・バッヂ） 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 受入団体管理システム改修（料金） 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 受入団体管理システム改修（プール） 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 機構本部ホームページ保守契約 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連１ 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連２ 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連３ 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連４ 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム改修関連５ 16 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 総務・法規係 平成２３年度　規程関係 11 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 総務・法規係 法人文書ファイル管理簿 10 総務企画課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 総務・法規係 平成２３年度　事件・事故・災害報告 総務企画課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 総務・法規係 東北地方太平洋沖地震対応 10 総務企画課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 企画・評価係 閣議決定に係る通知（平成２３年度） 2 総務企画課長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2011年度 総務企画課 企画・評価係 自治体からの意見書（平成２３年度） 9 総務企画課長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 総務・法規係 公印台帳 5 総務企画課長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2011年度 総務企画課 総務・法規係 機構アドバイザー 3 総務企画課長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 業務実績シート（平成２４年度） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
平成２３年度業務実績報告書、自己点検・評価報告書（平成２４年６
月）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成２４年度） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 役員の退職金に係る業績勘案率（平成２４年度） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 平成２３年度に係る業務の実績に関する評価（平成２４年度） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成２４年度） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成２５年度） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省独立行政法人評価委員会１７（第５０回～第５３回） 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省独立行政法人評価委員会国立青少年教育振興機構部
会２０　（第４２回～第４４回）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
国立青少年教育施設の管理運営の在り方等に関する調査研究協
力者会議１（平成２４年度）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
国立青少年教育施設の管理運営の在り方等に関する調査研究協
力者会議２（平成２４年度）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
【赤城】「新しい公共」型の管理運営に向けた試行的実施（平成２４年
度）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
【淡路】「新しい公共」型の管理運営に向けた試行的実施（平成２４年
度）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係
【大雪、阿蘇、那須甲子、妙高、若狭湾】「新しい公共」型の管理運
営に向けた試行的実施（平成２４年度）

18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　届出関係 17 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　機構会議(第1回～第3回) 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　周年行事 48 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　役員会議 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　役員懇談会 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　部課長会 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　情報公開・個人・情報保護関係 19・20 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　各施設業務運営委員会議事要旨 18 総務企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 地方教育施設事務用電子計算機システムの賃貸借一式 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 利用団体管理システム改修（団体マスタ整備）一式 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム検討 第1版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム検討 第2版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム検討 第3版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム検討 第4版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第1版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第2版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第3版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第4版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第5版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第6版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 新利用団体管理システム要件検討　第7版 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 情報システム係 機構ホームページ検討 16 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務・法規係 　平成２４年度　規程関係 11 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　平成２４年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 平成２４年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　東北地方太平洋沖地震対応① 10 総務企画課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　東北地方太平洋沖地震対応② 10 総務企画課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　東北地方太平洋沖地震対応③ 10 総務企画課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 　東北地方太平洋沖地震対応④ 10 総務企画課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 企画・評価係 自治体からの意見書（平成２４年度） 9 総務企画課長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2012年度 総務企画課 総務係 公印台帳 5 総務企画課長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成26年度） 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成25年度） 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2013年度 総務企画課 企画・評価係 業務実績シート（平成25年度） 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係 平成24年度に係る業務の実績に関する評価（平成25年度） 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係
平成24年度業務実績報告書、自己点検・評価報告書（平成25年6
月）

18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係
国立青少年教育施設の管理運営の在り方に関する調査研究協力
者会議　１（平成25年度）

18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係
国立青少年教育施設の管理運営の在り方に関する調査研究協力
者会議　２（平成25年度）

18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省独立行政法人評価委員会国立青少年教育振興機構部
会21（第45回～第47回）

18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省独立法人評価委員会総会　18　（第54回～第58回） 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成25年度） 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 企画・評価係
【大雪・阿蘇・那須甲子・妙高・若狭湾】「新しい公共」型の管理運営
に向けた試行的実施（平成25年度）

18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　機構会議(第1回・第2回) 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　周年行事 48 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　役員会議 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　役員懇談会 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　部課長会 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係
　平成２５年度　情報公開・個人・情報保護関係

19・20 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　各施設業務運営委員会議事要旨 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　次長会議 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 青少年の現状と課題　そして機構の目指すべき役割の改定 18 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 平成２５年度　法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 情報システム係 事務用電子計算機システム一式　納品物① 16 総務企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 情報システム係 事務用電子計算機システム一式　納品物② 16 総務企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 情報システム係 事務用電子計算機システム一式　納品物③ 16 総務企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　規程関係 11 総務企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 平成２５年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 　平成２５年度　法人設立登記関係 1 総務企画課長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2013年度 総務企画課 総務係 公印台帳 5 総務企画課長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成27年度） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成26年度） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成26年度） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 業務実績シート（平成26年度） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 平成25年度に係る業務の実績に関する評価（平成26年度） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係
平成25年度業務実績報告書、自己点検・評価報告書（平成26年6
月）

18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 役員の退職金に係る業績勘案率（平成26年度） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省独立行政法人評価委員会国立青少年教育振興機構部
会２２（第49回～第52回）

18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省独立行政法人評価委員会総会１９（第59回～63回） 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係
国立青少年教育施設の管理運営の在り方に関する調査研究協力
者会議１（平成26年度）

18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係
【大雪・阿蘇・那須甲子・妙高・若狭湾】「新しい公共」型の管理運営
に向けた試行的実施（平成26年度）

18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 平成26年度政策評価・独立行政法人評価委員会 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 機構における子供の貧困対策 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 学生サポーター制度　１ 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 企画・評価係 学生サポーター制度　２ 18、47 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　機構会議(第1回・第2回) 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　周年行事 48 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　役員会議 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　役員懇談会 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　部課長会 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係
　平成２６年度　情報公開・個人情報保護関係

19・20 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　各施設業務運営委員会議事要旨 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　次長会議 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 オリセンサービス向上に係る委員会 18 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係 事務用電子計算機システム　システム検討会 16 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係 業務システム構築　システム運用維持管理運用マニュアル 29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係 業務システム構築　納品物① 29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係
国立中央青少年交流の家　事務用電算システムクライアントの設定
一式　納品物（正）

29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係
国立中央青少年交流の家　事務用電算システムクライアントの設定
一式　納品物（副）

29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係
国立中央青少年交流の家　事務用電算システムクライアントの賃貸
借一式　納品物（正）

29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係
国立中央青少年交流の家　事務用電算システムクライアントの賃貸
借一式　納品物（副）

29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係 事務用電子計算機システム　環境設定定義書 29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 情報システム係 業務システム構築　納品物② 29 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　規程関係 11 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 　平成２６年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 所管規程及び裁定にかかる制定、改正及び廃止 11 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 独法通則法改正に伴う業務方法書改正対応 11 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 機構の目指すべき役割とその実現に向けた具体的方策の策定 11 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 （旅館業法対応）衛生管理基準の策定 11 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 デング熱対策本部設置要綱及び対応経緯記録 11 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 グループウェア構築 16 総務企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 平成２６年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 オリセンサービス50周年記念誌編集委員会関係 3 総務企画課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 公印台帳 5 総務企画課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 会計検査院対応（５局） 2 総務企画課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2014年度 総務企画課 総務係 所バスによる送迎の違法性にかかる見解 2 総務企画課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 「新・機構元気プラン」にかかる具体的取組のアイデア募集 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成28年度） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成27年度） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成27年度） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係
平成26年度に係る業務の実績に関する評価 第2期中期目標期間の
終了時に見込まれる業務の実績に関する評価

18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係
自己点検・評価報告書（平成27年6月）
第2期中期目標期間（平成23～27年度）見込実績自己評価書

18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 平成27年度政策評価・独立行政法人評価制度委員会 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 平成27年度子供の貧困対策 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 平成27年度学生サポーター 1 18、47 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 平成27年度学生サポーター 2（平成28年度募集に関する事項） 18、47 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 独立行政法人評価制度委員会 法人視察対応（平成27年度） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 新子ども・若者ビジョン 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 第2期中期目標中期計画の変更 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 中期目標・中期計画（平成28年度～平成32年度） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省 政策評価に関する有識者会議
国立青少年教育振興機構ＷＴ1

18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 総務省 見直し関係 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　中期計画等検討会WG（総務係検討資料） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　機構会議（第１回）・２回） 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　役員会議 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　役員懇談会 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　部課長会 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　次長会議 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　オリセンサービス向上に係る委員会 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　情報公開・個人情報保護関係 19・20 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 「新・機構元気プラン」にかかる具体的取組のアイデア募集 18 総務企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　規程関係 11 総務企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 情報システム係
【H28電算】事務用電子計算機システムの賃貸借一式　試験結果報
告書①

16 総務企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 情報システム係
【H28電算】事務用電子計算機システムの賃貸借一式　試験結果報
告書②

16 総務企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 情報システム係
【H28電算】事務用電子計算機システムの賃貸借　一式　完成図書
（正）

16 総務企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 情報システム係
【H28電算】事務用電子計算機システムの賃貸借　一式　完成図書
（副）

16 総務企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度　法人文書管理 30 総務企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 マイナンバー事務取扱者名簿及び取扱い区域等の指定について 10 総務企画課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 平成２７年度事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 ＰＦＩ関連 70 総務企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 独法改革に関する国の動向と機構の主な対応等について 4 総務企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 オリセン50周年・機構10周年記念誌編集委員会 4 総務企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 企画・評価係 オリセン50周年・機構10周年記念誌 4 総務企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 花山・天皇皇后両陛下の行幸啓について 4 総務企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2015年度 総務企画課 総務係 オリセン五十周年・機構十周年記念式典関係①② 4 総務企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　機構会議（第１回）・２回） 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　役員会議 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　役員懇談会 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　部課長会 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　次長会議 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　オリセンサービス向上に係る委員会 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　情報公開・個人情報保護関係 19・20 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 「新・機構元気プラン」にかかる具体的取組 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成29年度） 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成28年度） 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成28年度） 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係
平成27年度の業務の実績に関する評価
第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価

18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係
自己点検・評価報告書（平成28年6月）
第2期中期目標期間（平成23～27年度）実績自己評価書

18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 平成28年度独立行政法人評価制度委員会 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 平成28年度学生サポーター 1 47 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 平成28年度学生サポーター 2（平成29年度募集に関する事項） 47 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 第3期中期目標中期計画の変更 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 平成２８年度　広域主幹連絡会議 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 役員の退職金に係る業績勘案率（平成２８年度） 18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省政策評価に関する有識者会議(平成28年度)
国立青少年教育振興機構ＷＴ

18 総務企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　規程関係 11 総務企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度　法人文書管理 30 総務企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 情報システム係
受入団体管理システムに係る料金設定変更に伴う改修　一式　納
入物件

16 総務企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 総務係 平成２８年度事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 ＰＦＩ関連（平成28年度） 70 総務企画課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 平成２８年度　中央教育審議会 2 総務企画課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 平成２８年度　青少年の体験活動の推進方策に関する検討委員会 3 総務企画課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2016年度 総務企画課 企画・評価係 独法改革に関する国の動向と機構の主な対応等について 4 総務企画課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　休暇簿 59 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　出勤簿 59 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　時間外勤務管理 59 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　広域主幹勤務状況管理 59 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　レジャーサービス保険関係①② 30 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　保険支払関係 30 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　賠償責任保険・車両保険関係 30 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　予算執行伺兼購入依頼書 88 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　旅費・謝金・会議費関係①② 27・28 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　地方施設所長旅行報告書 27 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　慶弔関係 22 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 役職員の結婚・出産等吉報について 22 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　ポータルサイト掲載文書等 22・23 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 郵便物発送依頼書（H28.4月～H29.3月） 22 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　特殊郵便物・宅配等受渡し簿 22 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　郵便切手等受払簿 22 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　共催・後援名義の使用許可申請手続き等 25 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　インターンシップ 31 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 法律事務に関わる顧問弁護士契約 18 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 自動車運行管理業務契約 99 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省　照会関係１ 23 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省　照会関係２ 23 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 平成29年度学生サポーター１ 47 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 平成29年度学生サポーター２（H30年度募集に関する事項） 47 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 情報システム係 業務システム利用支援及び運用支援業務　一式　納入物件 29 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 情報システム係 セキュリティ関連 29 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 情報システム係 インフラ関連 29 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 情報システム係 業務システム関連 29 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 情報システム係 運用維持管理業務　定例会 29 総務企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　機構会議（第１回・２回） 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　役員会議 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　部課長会 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　次長会議 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　オリセンサービス向上に係る委員会 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　情報公開・個人情報保護関係 19・20 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 「新・機構元気プラン」にかかる具体的取組 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 平成28年度の業務に関する評価 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 自己点検・評価報告書（平成29年６月） 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成30年度） 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成29年度） 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成29年度） 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 役員の退職金に係る業績勘案率（平成29年度） 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省　政策評価に関する有識者会議（平成29年度）国立青
少年教育振興機構WT

18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 平成29年度　広域主幹連絡会議 18 総務企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　規程関係 11 総務企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度　法人文書管理 30 総務企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成２９年度事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 総務係 平成29年度　登記関係 1 総務企画課長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2017年度 総務企画課 企画・評価係 平成29年度中央教育審議会 2 総務企画課長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　広域主幹勤務状況管理 59 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　ポータルサイト掲載文書・各種・照会等 22・23 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　慶弔関係 22 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　レジャーサービス保険関係 30 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　保険支払関係 30 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　地方施設所長旅行報告書 27 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　賠償責任保険・車両保険関係 30 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　共催・後援名義の使用許可申請手続き等 25 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　インターンシップ 31 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　休暇簿 59 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　関係機関と締結している協定について 22 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　時間外勤務管理簿 59 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　郵便切手受払簿・切手葉書受渡依頼簿 22 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　法律事務に関する顧問弁護契約 18 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　役員賠償責任保険 30 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　出勤簿 59 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書 88 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　旅費・謝金・会議費関係 27・28 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 平成28年度評価結果の反映状況の内容について 18 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省　照会関係 23 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 平成30年度学生サポーター１ 47 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 平成30年度学生サポーター２（H31年度募集に関する事項） 47 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 情報システム係 セキュリティ関連 29 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 情報システム係 インフラ関連 29 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 情報システム係 業務システム関連 29 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 情報システム係 運用維持管理業務　定例会 29 総務企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 情報システム係
平成31年度　事務用電子計算機システムの賃貸借　一式　完成図
書

16 総務企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　規程関係 11 総務企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　幼児教育支援事業検討チーム 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　部課長会 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　役員会議 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　情報公開・個人情報関係 19・20 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　機構会議（第１・２回、臨時） 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　周年行事 48 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 自己点検・評価報告書（平成30年６月） 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（平成31年度） 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画の変更（平成30年度） 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（平成30年度） 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（平成30年度） 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省　政策評価に関する有識者会議（平成30年度）国立青
少年教育振興機構WT

18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 第3期中期計画の変更 18 総務企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　危機管理検討マニュアル点検方針 総務企画課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 総務係 平成30年度　名誉所長・アドバイザー等 3 総務企画課長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 平成30年度中央教育審議会 2 総務企画課長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2018年度 総務企画課 企画・評価係 独法改革に関する国の動向と機構の主な対応等について 4 総務企画課長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　ポータルサイト掲載文書・各種・照会等 22・23 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　慶弔関係 22 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　レジャーサービス保険関係 30 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　保険支払関係 30 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　地方施設所長旅行報告書 27 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　賠償責任保険・車両保険関係 30 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　共催・後援名義の使用許可申請手続き等 25 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2019年度 総務企画課 総務係 令和元年年度　休暇簿 59 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　時間外勤務管理簿 59 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　郵便切手受払簿・切手葉書受渡依頼簿 22 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　役員賠償責任保険 30 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　出勤簿 59 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　予算執行伺兼購入依頼書 88 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　旅費・謝金・会議費関係 27・28 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 情報システム係 セキュリティ関連 29 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 情報システム係 インフラ関連 29 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 情報システム係 業務システム関連 29 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 情報システム係 運用維持管理業務　定例会 29 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 情報システム係
令和元年」年度　事務用電子計算機システムの賃貸借　一式　完成
図書

16 総務企画課長 2020年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　規程関係 11 総務企画課長 2020年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2020年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 令和元年度　法人ボランティア表彰 48 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　部課長会 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　役員会議 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　情報公開・個人情報関係 19・20 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　機構会議 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 令和元年度　社会教育功労者表彰 48 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　周年行事 48 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 令和元年度　国内旅行傷害保険」事故報告書 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 令和元年度　環境推進プロジェクト 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 2019年度　広域幹関連 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 平成29年度評価結果の反映状況の内容について 18 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省　照会関係 23 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 令和元年度学生サポーター１ 47 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 令和元度学生サポーター２（令和２年度募集に関する事項） 47 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 自己点検・評価報告書（令和元年６月） 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（令和２年度） 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画の変更（令和元年度） 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（令和元年度） 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（令和元年度） 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省　政策評価に関する有識者会議（令和元年度）国立青
少年教育振興機構WT

18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 第3期中期計画の変更 18 総務企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 令和元年度中央教育審議会 2 総務企画課長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 企画・評価係 独法改革に関する国の動向と機構の主な対応等について 4 総務企画課長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 平成31年度　インターンシップ 31 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 郵便物発送依頼書　（令和元年） 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2019年度 総務企画課 総務係 特殊郵便物・宅配便等受渡し簿（平成31年度） 総務企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 新型コロナウイルスに関するもの 21 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 移管

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　共用公用車研修 34 総務企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　地方施設からの公印押印依頼 33 総務企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　文書処理簿 33 総務企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　ポータルサイト掲載文書・各種・照会等 23・24 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　慶弔関係 23 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　レジャーサービス保険関係 31 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　保険支払関係 31 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 ２０２０年度　地方施設所長旅行報告書 28 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 ２０２０年度　賠償責任保険・車両保険関係 31 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2020年度 総務企画課 総務係 ２０２０年度　共催・後援名義の使用許可申請手続き等 26 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年年度　休暇簿 60 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　時間外勤務管理簿 60 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 ２０２０年度　郵便切手受払簿・切手葉書受渡依頼簿 23 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　役員賠償責任保険 31 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　出勤簿 60 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　旅費・謝金・会議費関係 28・29 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　規程関係 11 総務企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　法人ボランティア表彰 49 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和2年度　部課長会 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　役員会議 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　情報公開・個人情報関係 19・20 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和2年度　機構会議 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和2年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　社会教育功労者表彰 49 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　周年行事 49 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和2年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　国内旅行傷害保険」事故報告書 31 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和２年度　環境推進プロジェクト 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　広域主幹関連 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 令和2年度　インターンシップ 31 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 郵便物発送依頼書　（令和２年） 23 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 特殊郵便物・宅配便等受渡し簿（令和2年度） 23 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 総務係 2020年度　公印使用簿 33 総務企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係
平成30年度評価結果を踏まえた業務運営の改善等への反映状況
について

18 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省　照会関係 24 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 令和２年度学生サポーター１ 48 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 令和２年度学生サポーター２（令和３年度募集に関する事項） 48 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 自己点検・評価報告書（令和２年７月） 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（令和３年度） 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（令和２年度） 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（令和２年度） 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省　国立青少年教育振興機構の評価等に関する有識者
会合（令和２年度）

18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 第４期中期計画・計画（令和２年度） 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係 役員の退職金に係る業績勘案率（令和２年度） 18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 企画・評価係
令和元年度の業務の実績に関する評価および中期目標期間の終
了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評
価の結果について

18 総務企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 情報システム係 セキュリティ関連 30 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 情報システム係 インフラ関連 30 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 情報システム係 業務システム関連 30 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 情報システム係 運用維持管理業務　定例会 30 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2020年度 総務企画課 情報システム係 利用・受入統合管理システム 30 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 新型コロナウイルスに関するもの 21 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 移管

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　共用公用車研修 34 総務企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　地方施設からの公印押印依頼 33 総務企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　文書処理簿 33 総務企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　ポータルサイト掲載文書・各種・照会等 23・24 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　慶弔関係 23 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　レジャーサービス保険関係 31 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　保険支払関係 31 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　地方施設所長旅行報告書 28 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄



2021年度 総務企画課 総務係 ２０２１年度　賠償責任保険・車両保険関係 31 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　共催・後援名義の使用許可申請手続き等 26 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　休暇簿 60 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　時間外勤務管理簿 60 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　郵便切手受払簿・切手葉書受渡依頼簿 23 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度役員賠償責任保険 31 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　出勤簿 60 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　旅費・謝金・会議費関係 28・29 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　規程関係 11 総務企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　法人文書管理 12 総務企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　法人ボランティア表彰 49 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　部課長会 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　役員会議 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　情報公開・個人情報関係 19・20 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　機構会議 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　機構連絡会 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　社会教育功労者表彰 49 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　周年行事 49 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　事件・事故・災害報告等 総務企画課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　国内旅行傷害保険」事故報告書 31 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　環境推進プロジェクト 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　広域主幹関連 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　インターンシップ 31 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 郵便物発送依頼書　（令和３年） 23 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 特殊郵便物・宅配便等受渡し簿（令和３年度） 23 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　公印使用簿 33 総務企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　紺綬褒章 49 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　理事長アドバイザー 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 総務係 令和３年度　経営強化PT 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 令和元年度評価結果等の反映状況について 18 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 文部科学省　照会関係 23 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 令和３年度学生サポーター１ 47 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 令和３年度学生サポーター２（令和４年度募集に関する事項） 47 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 令和３年度学生サポーター３（業務日報） 47 総務企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 自己点検・評価報告書（令和３年６月） 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 年度計画（令和４年度） 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 評価委員会（令和３年度） 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 運営諮問委員会（令和３年度） 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係
文部科学省　国立青少年教育振興機構の評価等に関する有識者
会合（令和３年度）

18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 第４期中期目標・計画（令和３年度） 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 役員の退職金に係る業績勘案率（令和３年度） 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係
令和２年度の業務の実績に関する評価
第３期中期目標期間の実績に関する評価

18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 企画・評価係 将来構想について 18 総務企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 情報システム係 セキュリティ関連 29 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 情報システム係 インフラ関連 29 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 情報システム係 業務システム関連 29 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務企画課事務室 総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 情報システム係 運用維持管理業務　定例会 29 総務企画課長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 電子
総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2021年度 総務企画課 情報システム係 Microsoft365・HENNGE One納品ドキュメント一式 16 総務企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 総務企画課共有ファ
イル

総務企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年４月１日　発令依頼書（旧青年） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年４月１日人事異動伺（各施設採用） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年４月１日人事異動伺（承継職員） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年４月１日人事異動伺（本部・オリセン採用） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年４月１日人事異動伺（役員） 43 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１９年３月３１日　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 平成１８年４月１日　発令依頼書（旧少年） 44 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 給与 平成１８年度　退職手当関係 61 人事課長 2007年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 機構図 41 人事課長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2006年度 機構本部 企画・任用 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年３月３１日　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年４月１日　発令依頼書（旧少年） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年４月１日　発令依頼書（旧青年） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年４月１日人事異動伺（各施設採用） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年４月１日人事異動伺（承継職員） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年４月１日人事異動伺（本部・オリセン採用） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年４月１日人事異動伺（役員） 43 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 平成１９年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 給与 平成１９年度　退職手当関係 61 人事課長 2008年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5のいずれか長い期間 未定 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 機構図 41 人事課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2007年度 機構本部 企画・任用 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・任用 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・任用 平成２０年３月３１日　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・任用 平成２０年４月１日人事異動伺（常勤職員） 44 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・任用 平成２０年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 給与 平成２０年度　役員人事異動伺（給与関係） 46 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 給与 平成２０年度　退職手当関係 61 人事課長 2009年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5のいずれか長い期間 未定 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・任用 機構図 41 人事課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 機構本部 企画・任用 人事記録 42 人事課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・任用 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・任用 平成２１年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・任用 平成２１年４月１日人事異動伺 44 人事課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・任用 平成２１年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 給与 平成２１年度　退職手当関係 61 人事課長 2010年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・任用 機構図 41 人事課長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2009年度 機構本部 企画・任用 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 人事企画係 平成２２年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 人事企画係 平成２２年４月１日人事異動伺 44 人事課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 人事企画係 平成２２年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 給与係 平成２２年度　退職手当関係 61 人事課長 2011年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2010年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 平成２３年度　労使協定 45 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 平成２３年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 平成２３年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 平成２３年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 給与係 平成２３年度　退職手当 61 人事課長 2012年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2011年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2011年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年度　栄典関係 48 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 平成２４年度　給与の調整・改訂 49 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 平成２４年度　本給決定 49 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 平成２４年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 平成２４年度　給与水準公表 49 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 福祉係 平成２４年度　災害補償関係 51 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年度　労使協定 45 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 平成２４年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 平成２４年度　退職手当 61 人事課長 2013年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2013年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2012年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年度　栄典関係 48 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 平成２５年度　本給決定 49 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 平成２５年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 平成２５年度　給与水準公表 49 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 福祉係 平成２５年度　災害補償関係 51 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年度　労使協定 45 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 平成２５年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 平成２５年度　退職手当 61 人事課長 2014年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2013年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年度　栄典関係 48 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 平成２６年度　本給決定 49 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2014年度 人事課 給与係 平成２６年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 平成２６年度　給与水準公表 49 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 福祉係 平成２６年度　災害補償関係 51 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年度　労使協定 45 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 平成２６年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 平成２６年度　退職手当 61 人事課長 2015年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2014年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 平成２７年度　本給決定 49 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 平成２７年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 平成２７年度　給与水準公表 49 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年度　栄典関係 48 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 福祉係 平成２７年度　災害補償関係 51 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年度　労使協定 45 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 平成２７年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 平成２７年度　退職手当 61 人事課長 2016年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2015年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　給与改正 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　基準給与簿 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 法定調書及び給与支払報告書（平成２８年分） 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　年末調整関係 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　給与所得の扶養控除等（異動）申告書 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　住宅借入金等特別控除申告書 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年分　保険料控除申告書兼配偶者控除申告書 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　特別徴収税額の決定・変更通知書 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　通勤手当に係る原議 53 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　期末勤勉手当 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　寒冷地手当 53 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　退職者等諸手当認定簿 53 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　給与の減額・日割・追給等 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　退職者等給与口座振込申出書 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　月例給与計算 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　賃金台帳 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　住民税 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　人事異動情報確認表 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　時間外勤務管理簿 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　会計監査人監査 52 人事課長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年度　栄典関係 48 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　本給決定 49 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　給与水準公表 49 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 福祉係 平成２８年度　災害補償関係 51 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年度　労使協定 45 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 平成２８年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 平成２８年度　退職手当 61 人事課長 2017年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2016年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　懲戒関係 58 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　割愛関係 54 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　公募採用 54 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　休暇簿保管用 59 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　出勤簿保管用 59 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　勤務時間割振計画票・休日の振替簿 59 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　贈与等報告 59 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　人事異動伺（非常勤） 55 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　在職・退職・勤務日数等証明 34 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　原本証明 34 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　旅費関係 27 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　個人調書 57 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　人事企画係 22 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　購入依頼書 88 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　非常勤協議 55 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　人事評価　中間評価 67 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　人事評価　期末評価 67 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　給与関係証明・調査 22 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　財形貯蓄 62 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　安全衛生、産業医関係 66 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　雇用保険関係 65 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　社会保険関係 65 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　労働保険関係 65 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　生命保険 65 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　健康診断結果報告書 66 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　個人型DC関係 64 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度  ストレスチェック関係 66 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　給与改正 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　基準給与簿 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 法定調書及び給与支払報告書（平成２９年分） 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　年末調整関係 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　給与所得の扶養控除等（異動）申告書 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　住宅借入金等特別控除申告書 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年分　保険料控除申告書兼配偶者控除申告書 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　特別徴収税額の決定・変更通知書 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　通勤手当に係る原議 53 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　期末勤勉手当 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　寒冷地手当 53 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　退職者等諸手当認定簿 53 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　給与の減額・日割・追給等 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　退職者等給与口座振込申出書 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　月例給与計算 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　賃金台帳 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　住民税 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　人事異動情報確認表 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　時間外勤務管理簿 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　会計監査法人監査 52 人事課長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　本給決定 49 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　栄典関係 48 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　給与水準公表 49 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 福祉係 平成２９年度　災害補償関係 51 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　労使協定 45 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 平成２９年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 平成２９年度　退職手当 61 人事課長 2018年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2017年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　懲戒関係 58 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　割愛関係 54 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　公募採用 54 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　休暇簿保管用 59 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　出勤簿保管用 59 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　勤務時間割振計画票・休日の振替簿 59 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　贈与等報告 59 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　人事異動伺（非常勤） 55 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　在職・退職・勤務日数等証明 34 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　原本証明 34 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　旅費関係 27 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　個人調書 57 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　人事企画係 22 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　購入依頼書 88 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　非常勤協議 55 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　人事評価　中間評価 67 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　人事評価　期末評価 67 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　給与関係証明・調査 22 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　財形貯蓄 62 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　安全衛生、産業医関係 66 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　雇用保険関係 65 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　社会保険関係 65 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　労働保険関係 65 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　生命保険 65 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　健康診断結果報告書 66 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　個人型DC関係 64 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度  ストレスチェック関係 66 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　給与改正 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　基準給与簿 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 法定調書及び給与支払報告書（平成３０年分） 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　年末調整関係 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　給与所得の扶養控除等（異動）申告書 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　住宅借入金等特別控除申告書 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年分　保険料控除申告書兼配偶者控除申告書 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　特別徴収税額の決定・変更通知書 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　通勤手当に係る原議 53 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　期末勤勉手当 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　寒冷地手当 53 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　退職者等諸手当認定簿 53 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　給与の減額・日割・追給等 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　退職者等給与口座振込申出書 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　月例給与計算 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　賃金台帳 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　住民税 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　人事異動情報確認表 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　時間外勤務管理簿 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　会計監査法人監査 52 人事課長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　栄典関係 48 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　本給決定 49 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　給与水準公表 49 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 福祉係 平成３０年度　災害補償関係 51 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　労使協定 45 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 平成３０年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 平成３０年度　退職手当 61 人事課長 2019年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2018年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2018年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　兼業許可申請（役員） 67 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　兼業許可申請 67 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　職員研修 68 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　各種変更・取得・修了届　旧姓使用申出書 69 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　懲戒関係 58 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　割愛関係 54 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　公募採用 54 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　休暇簿保管用 59 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　出勤簿保管用 59 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　勤務時間割振計画票・休日の振替簿 59 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　贈与等報告 59 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　人事異動伺（非常勤） 55 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　在職・退職・勤務日数等証明 34 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　原本証明 34 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　旅費関係 27 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　個人調書 57 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　人事企画係 22 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　購入依頼書 88 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　非常勤協議 55 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　人事評価　中間評価 67 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　人事評価　期末評価 67 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　給与関係証明・調査 22 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　財形貯蓄 62 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　安全衛生、産業医関係 66 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　雇用保険関係 65 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　社会保険関係 65 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　労働保険関係 65 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　生命保険 65 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　健康診断結果報告書 66 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　個人型DC関係 64 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度  ストレスチェック関係 66 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　給与改正 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　基準給与簿 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課倉庫 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 法定調書及び給与支払報告書（平成３０年分） 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　年末調整関係 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　給与所得の扶養控除等（異動）申告書 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　住宅借入金等特別控除申告書 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年分　保険料控除申告書兼配偶者控除申告書 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　特別徴収税額の決定・変更通知書 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　通勤手当に係る原議 53 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　期末勤勉手当 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　寒冷地手当 53 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　退職者等諸手当認定簿 53 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　給与の減額・日割・追給等 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　退職者等給与口座振込申出書 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2019年度 人事課 給与係 令和元年度　月例給与計算 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　賃金台帳 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　住民税 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　人事異動情報確認表 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　時間外勤務管理簿 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　会計監査法人監査 52 人事課長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　栄典関係 48 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　永年勤続者表彰関係 48 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　労働条件通知書（非常勤） 47 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　本給決定 49 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　昇給・昇格・調整等 49 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　給与水準公表 49 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 福祉係 令和元年度　災害補償関係 51 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 44 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　労使協定 45 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 平成３１年３月３１日　人事異動伺 44 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 平成３１年４月１日　人事異動伺 44 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 令和元年度　人事異動伺（常勤） 44 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 令和元年度　退職手当 61 人事課長 2020年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 53 人事課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 53 人事課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 53 人事課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 53 人事課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 単身赴任手当 53 人事課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 52 人事課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 42 人事課長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2019年度 人事課 人事企画係 機構図 41 人事課長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　兼業許可申請（役員） 68 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　兼業許可申請 68 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　職員研修 69 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　各種変更・取得・修了届　旧姓使用申出書 70 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　懲戒関係 59 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　割愛関係 55 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　公募採用 55 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　休暇簿保管用 60 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　出勤簿保管用 60 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　勤務時間割振計画票・休日の振替簿 60 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　贈与等報告 60 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　人事異動伺（非常勤） 56 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　在職・退職・勤務日数等証明 35 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　原本証明 35 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　旅費関係 28 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　個人調書 58 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　人事企画係 23 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　購入依頼書 89 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　非常勤協議 56 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　人事評価　中間評価 68 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　人事評価　期末評価 68 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　給与関係証明・調査 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　財形貯蓄 63 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　安全衛生、産業医関係 67 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　雇用保険関係 66 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　社会保険関係 66 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　労働保険関係 66 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　生命保険 66 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　健康診断結果報告書 67 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　個人型DC関係 65 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度  ストレスチェック関係 67 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　人事院勧告 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　基準給与簿 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 電子データ 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 法定調書及び給与支払報告書（令和２年分） 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　年末調整関係 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年　年末調整 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　特別徴収税額の決定・変更通知書 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　期末勤勉手当 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　寒冷地手当 54 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　退職者等諸手当認定簿 54 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　給与の減額・日割・追給等 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　退職者等給与口座振込申出書 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　賃金台帳 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 電子データ 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　住民税 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　人事異動情報確認表 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　時間外勤務管理簿 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　栄典関係 49 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　永年勤続者表彰関係 49 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　労働条件通知書（非常勤） 48 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　本給決定 50 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　昇給・昇格・調整等 50 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　給与水準公表 50 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 福祉係 令和２年度　災害補償関係 52 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 45 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　労使協定 46 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年３月３１日　人事異動伺 45 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年４月１日　人事異動伺 45 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和２年度　人事異動伺（常勤） 45 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 令和２年度　退職手当 62 人事課長 2021年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 54 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 54 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 54 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 54 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 単身赴任手当認定簿 54 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 53 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 43 人事課長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和３年３月３１日　人事異動伺 45 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 令和３年４月１日　人事異動伺 45 人事課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 機構図 42 人事課長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 人事企画係 R2　コロナウイルス感染症関連 21 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 移管

2020年度 人事課 給与係 出向者に係る給与関係 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 債権差押命令に係る手続き 53 人事課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2020年度 人事課 給与係 給与関係通知 53 人事課長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　財形貯蓄 63 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　安全衛生、産業医関係 67 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　雇用保険関係 66 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　社会保険関係 66 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　労働保険関係 66 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　生命保険 66 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　健康診断結果報告書 67 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　個人型DC関係 65 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度  ストレスチェック関係 67 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 福祉係 令和3年度　災害補償関係 52 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　給与関係証明・調査 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　人事院勧告 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　基準給与簿 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 電子データ 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 法定調書及び給与支払報告書（令和3年分） 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　年末調整関係 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年　年末調整 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　特別徴収税額の決定・変更通知書 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　期末勤勉手当 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　寒冷地手当 54 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　退職者等諸手当認定簿 54 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　給与の減額・日割・追給等 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　退職者等給与口座振込申出書 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　賃金台帳 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 電子データ 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　住民税 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　人事異動情報確認表 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　時間外勤務管理簿 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　本給決定 50 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　昇給・昇格・調整等 50 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　給与水準公表 50 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 令和3年度　退職手当 62 人事課長 2022年4月1日支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 扶養手当認定簿 54 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 住居手当認定簿 54 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（常勤） 54 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 通勤手当認定簿（非常勤） 54 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 単身赴任手当認定簿 54 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 給与口座振込申出書 53 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 出向者に係る給与関係 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 債権差押命令に係る手続き 53 人事課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 給与係 給与関係通知 53 人事課長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 兼業許可申請（役員） 68 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　兼業許可申請 68 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　職員研修 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　各種変更・取得・修了届　旧姓使用申出書 70 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　割愛関係 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　公募採用 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 休暇簿 60 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 出勤簿 60 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 勤務時間割振計画票・休日の振替簿 60 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 贈与等報告 60 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　人事異動伺（非常勤） 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　在職・退職・勤務日数等証明 35 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　原本証明・人事記録提出依頼 35 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　個人調書 58 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　人事企画係 23 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　非常勤職員協議 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　栄典関係 49 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄



2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　永年勤続者表彰関係 49 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　非常勤職員労働条件通知書 48 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 人事交流関係（出向協定書・覚書等） 45 人事課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 労使協定 46 人事課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 施設労使協定 46 人事課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年３月３１日　人事異動伺 45 人事課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年４月１日　人事異動伺 45 人事課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和3年度　人事異動伺（常勤） 45 人事課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 人事記録（労働条件通知書） 43 人事課長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 機構図 42 人事課長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 R3　コロナウイルス感染症関連 21 人事課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 移管

2021年度 人事課 人事企画係 令和３年度　予算執行伺　旅費・謝金　整理簿他 89 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 任期付き常勤職員選考採用関係 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 (R4採用関係)国立大学法人等採用 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 新規採用職員研修(第１期) 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 新規採用職員研修(第２期) 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 新任所長・次長研修　令和３年４月１日 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 総務・管理系職員実務研修 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 個人調書システム作成・改修関係 58 人事課長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 各ブロック会議関係 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 高年齢者・障碍者雇用状況報告 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 職員採用案内 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 非常勤職員(本部・センター)意向確認・雇止め通知 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 国立大学法人等採用試験関係 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和３年度実地研修 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 職員名簿 23 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 非常勤職員求人関係 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和３年度非常勤職員人事異動伺(研修指導員) 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 令和３年度非常勤職員人事異動伺(期間業務・パート) 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 人事異動伺(非常勤職員)　令和３年３月３１日・４月１日 56 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係・給与
係

学生サポーター制度　委嘱関係・給与関係 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 年度末任免手続通知 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 客員研究員関係(依頼) 55 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 研修計画・体系図 69 人事課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2021年度 人事課 人事企画係 人事評価について 57 人事課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 人事課長 廃棄

2008年度 調査・広報課 調査情報 子ども放送局規程関係 11 調査･広報課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 調査・広報課倉庫 調査・広報課長 廃棄

2014年度 調査・広報課 調査情報 平成26年度　体験の風をおこそう運動応援団「ガチャピン」及び「ムッ
ク」の画像使用規定

11 調査・広報課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2015年度 調査・広報課 広報・連携 平成28年度　寄附金等受入報告書 87 調査・広報課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年度　旅費 28 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年度　諸謝金・会議費 29 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年　休暇簿 60 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年度 時間外勤務管理簿、時間外勤務書 60 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年　出勤簿 60 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年度　青少年教育情報センター関係 109 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 調査情報 平成29年度　調査研究事業関連 109 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 広報・連携 平成29年度　「体験の風をおこそう」運動応援団の画像使用 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 広報・連携 平成29年度　月刊公民館への連載 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 広報・連携 平成29年度　日本教育新聞への連載 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 広報・連携 平成29年度　シナプスへの連載 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 広報・連携 平成29年度　教育ジャーナルへの連載 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2017年度 調査・広報課 広報・連携 平成29年度　機構概要の作成 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄



2017年度 調査・広報課 広報・連携 東京2020参画プログラム 27 調査・広報課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年度　旅費 28 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年度　諸謝金・会議費 29 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年　休暇簿 60 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年度 時間外勤務管理簿、時間外勤務書 60 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年　出勤簿 60 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年度　青少年教育情報センター関係 109 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 調査情報 平成30年度　調査研究事業関連 109 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　「体験の風をおこそう」運動応援団の画像使用 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　月刊公民館への連載 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　日本教育新聞への連載 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　シナプスへの連載 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　教育ジャーナルへの連載 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　機構概要の作成 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 東京2020参画プログラム 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　荷物受渡書 93 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　物品購入券 93 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　定期刊行物以外への寄稿及び配布チラシ等作成 27 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 平成30年度　社会教育調査 109 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 青少年の体験活動等に関する意識調査　平成28年度調査 109 調査・広報課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2018年度 調査・広報課 広報・連携 寄附金等受入報告書 87 調査・広報課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　旅費 28 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年　休暇簿 60 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度 時間外勤務管理簿、時間外勤務書 60 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年　出勤簿 60 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　月刊公民館への連載 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　日本教育新聞への連載 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　シナプスへの連載 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　教育ジャーナルへの連載 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　機構概要の作成 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　物品購入券 93 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　定期刊行物以外への寄稿及び配布チラシ等作成 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　郵便物発送依頼書 23 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　教育事業の成果の公表 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　寄付金 87 調査・広報課長 2020年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　広報研修 69 調査・広報課長 2020年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　リーフレット 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　広報関連イベント 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 情報システム担当係連絡会 18 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　WEB契約原議書　一式 98 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　文部科学省情報ひろば企画展示室展示 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　霞が関見学デー 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　データ利用登録申請書 23 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　個票データ報告書 23 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 広報・連携 令和元年度　マナビィメルマガ 27 調査・広報課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2019年度 調査・広報課 調査情報 令和元年度　ISBN取得 8 調査・広報課長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　旅費 28 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年　休暇簿 60 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度 時間外勤務管理簿、時間外勤務書 60 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年　出勤簿 60 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄



2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　月刊公民館への連載 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　日本教育新聞への連載 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　シナプスへの連載 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　マナビィメルマガ 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　教育ジャーナルへの連載 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　機構概要の作成 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　定期刊行物以外への寄稿及び配布チラシ等作成 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　教育事業の成果の公表 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　寄付金 87 調査・広報課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和２年度　２０２１WEB契約原議書　一式 98 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 広報・連携 令和2年度　文部科学省情報ひろば企画展示室展示 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　データ利用登録申請書 23 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　体験活動普及啓発動画 27 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 子供のお手伝い推進プロジェクト 107 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　各種策定関連 11 調査・広報課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　「公的機関ウェブサイトのアクセシビリティ確保取組状況
調査」照会への回答　一式

23 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　法人文書ファイル管理簿 10 調査・広報課長 2021年4月1日 常用 未定 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　情報センター原議書綴り 23 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2020年度 調査・広報課 調査情報 令和2年度　ホームページ関連 23 調査・広報課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 調査・広報課事務室 調査・広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　旅費 28 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年　休暇簿 60 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度 時間外勤務管理簿、時間外勤務書 60 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年　出勤簿 60 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　月刊公民館への連載 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　日本教育新聞への連載 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　シナプスへの連載 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　マナビィメルマガ 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　教育ジャーナルへの連載 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　機構概要の作成 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　教育事業の成果の公表 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　寄付金 87 広報課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　法人文書ファイル管理簿 10 広報課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　情報センター原議書綴り 23 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　ホームページ関連 23 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　広報資料 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　その他 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　広報研修 69 広報課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　CAMPINGへの連載 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報推進 令和3年度　内外教育への連載 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　広報関係事業・イベント等 27 広報課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2021年度 広報課 広報企画 令和3年度　規則・ガイドライン 23 広報課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 広報課事務室 広報課長 廃棄

2017年度 総務企画部 広報官 平成29年度　予算執行伺兼購入依頼書 88 広報官 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2017年度 総務企画部 広報官 平成29年度　諸謝金・会議費 28 広報官 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2017年度 総務企画部 広報官 平成29年度　旅費 27 広報官 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2018年度 総務企画部 広報官 平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書 88 広報官 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2018年度 総務企画部 広報官 平成30年度　諸謝金・会議費 28 広報官 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2018年度 総務企画部 広報官 平成30年度　旅費 27 広報官 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2018年度 総務企画部 広報官 平成30年度　霞が関見学デー 26 広報官 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2018年度 総務企画部 広報官 平成30年度　文部科学省情報ひろば企画展示室展示 26 広報官 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄

2019年度 総務企画部 広報官 令和元年度　旅費 27 広報官 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 調査・広報課事務室 広報官 廃棄



2006年度 財務課 財務企画係 その他文書H18（固定資産関係） 76 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 財務企画係 原議書　平成１８年度　No.1 76 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 財務企画係 原議書　平成１８年度　No.2 76 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 財務企画係 固定資産（土地取得関係）H18 76 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 財務企画係 資産台帳H18 76 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 財務企画係 除却台帳H18 76 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 予算決算係 H17 財務諸表　少年 74 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 予算決算係 財務諸表 H18 74 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 H18 75 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 その他文書H19 76 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 規定関係　平成１９年度 11 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 原議書（その他）　平成１９年度 11 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 固定資産（土地取得関係）H19 76 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 資産台帳H19 76 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 除却台帳H19 76 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 予算決算係 財務諸表 H19 74 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 H19 75 財務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 固定資産（その他）H19 80 財務課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 財務企画係 国有財産（契約関係）H19 80 財務課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2008年度 財務課 財務企画係 規定関係　平成20年度 11 財務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2008年度 財務課 予算決算係 財務諸表 H20 74 財務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2008年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 H20 75 財務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2009年度 財務課 財務企画係 規定関係　平成２１年度 11 財務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2009年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ２１ 74 財務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2009年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ２１ 75 財務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 財務企画係 平成２２年度　規定関係 11 財務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ２２ 74 財務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子-共有サーバ 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ２２ 75 財務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子-共有サーバ 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2011年度 財務課 財務企画係 平成23年度　規定関係 11 財務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2011年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ23 74 財務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子-共有サーバ 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2011年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ23 75 財務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子-共有サーバ 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　資産管理業務原議書綴　No,1 80 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　資産管理業務原議書綴 No.2 80 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　資産管理業務原議書綴 No.3 80 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　原議書・照会（文部科学省関係） 79 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　国有財産等関係綴 80 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度 受益者負担関係 81 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　自己点検・評価 18 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　不動産貸付許可書綴 82 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ24 83 財務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 財務企画係 平成24年度　規程関係 11 財務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ24 74 財務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ24 75 財務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ25 83 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

79 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 （24年度）自己点検・評価 18 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 国有財産等関係綴 85 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 82 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む） 85 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 保有資産等見直検討委員会関連 85 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 調達管理室 平成２５年度　評価（平成24年度フォローアップ含む） 18 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2013年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ25 74 財務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ25 75 財務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 財務企画係 規程関係 11 財務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

79 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 （25年度）自己点検・評価 18 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 国有財産等関係綴 85 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 82 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む） 85 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 保有資産等見直検討委員会関連 85 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ26 83 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 調達管理室 平成２６年度評価（平成２５年度評価フォローアップ含） 18 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 財務企画係 規程関係 11 財務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ26 74 財務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ26 75 財務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺（窓口払）　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺（窓口払）　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№5 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№6 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議書【納付関係】　№7 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺【口座引落】　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺【口座引落】　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺【口座引落】　№3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺【口座引落】　№4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№6 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№7 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№8 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№9 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺　助成金　№10 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺【保証金口】保証金返納　No.1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺【交付金口】その他支出　No.1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係
平成27年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　委託費（概算払）
No.1

86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係
平成27年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　前受施設使用料
返納　№1

86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係
平成27年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　前受施設使用料
返納　№2

86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　№3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　№4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　№5 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№5 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№6 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№7 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№8 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№9 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№10 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№11 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№12 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№13 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【交付金口】　委託費（概算払）　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺【ファームバンキング】　【施設整備費口】　No.1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　支出伺 【外国送金】　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№5 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№6 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№7 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№8 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№9 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№10 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№11 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№12 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№13 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№14 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№15 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№16 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№17 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№18 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№19 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№20 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№21 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№22 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№23 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№24 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№25 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№26 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№27 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№28 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№29 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№30 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№31 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№32 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№33 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№34 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№35 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№36 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№37 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№38 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№39 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№40 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№41 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№42 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№43 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№44 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№45 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№46 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№47 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№48 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№49 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№50 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№51 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№52 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№53 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№54 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№55 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№56 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№57 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№58 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№59 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№60 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№61 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№62 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№63 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№64 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№65 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№66 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№67 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№68 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 出納係 平成27年度　入場料等収入　№69 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.3 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.4 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.5 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.6 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.7 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.8 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.9 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.10 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.11 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.12 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.13 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.14 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.15 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.16 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【交付金口（窓口払・外国送金）】 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書
【ファームバンキング】【H26補正（施設整備費補助金）】No.1

86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書
【ファームバンキング】【H26補正（施設整備費補助金）】No.2

86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.1 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2015年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.2 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 平成２７年度　【概算払・前払・施設整備費補助前払】物件工事費 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 平成２７年度　仮払 86 財務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ27 83 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 中期目標・中期計画関係 18 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 調達管理室 調達等合理化計画 18 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 国有財産等関係綴 85 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 82 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

79 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む） 85 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 （26年度）自己点検・評価 18 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 保有資産等見直検討委員会関連 85 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）２ 85 財務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ27 74 財務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ27 75 財務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務課 財務企画係 規程関係 11 財務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺（窓口払）　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№6 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№7 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議書【納付関係】　№8 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺【口座引落】　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺【口座引落】　№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺【口座引落】　№3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺【口座引落】　№4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺【口座引落】　№5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№6 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№7 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№8 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№9 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺　助成金　№10 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺【保証金口】保証金返納　No.1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺【交付金口】その他支出　No.1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係
平成28年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　委託費（概算払）
No.1

86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係
平成28年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　前受施設使用料
返納　№1

86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　№3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　№4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　№5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№6 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№7 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№8 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№9 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№10 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№11 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№12 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№13 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№14 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№15 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№16 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№17 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　委託費（概算払）　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺【施設整備費口】　No.1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【交付金口】　給与　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　支出伺 【外国送金】　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№6 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№7 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№8 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№9 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№10 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№11 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№12 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№13 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№14 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№15 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№16 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№17 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№18 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№19 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№20 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№21 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№22 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№23 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№24 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№25 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№26 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№27 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№28 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№29 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№30 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№31 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№32 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№33 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№34 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№35 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№36 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№37 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№38 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№39 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№40 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№41 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№42 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№43 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№44 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№45 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№46 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№47 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№48 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№49 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№50 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№51 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№52 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№53 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№54 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№55 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№56 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№57 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№58 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№59 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№60 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№61 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 出納係 平成28年度　入場料等収入　№62 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.4 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.5 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.6 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.7 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.8 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.9 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.10 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.11 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.12 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.13 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.14 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.15 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.16 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.17 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.18 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.19 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.20 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.21 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.22 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.23 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書【交付金口（窓口払・外国送金）】物件
工事費

86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書
【ファームバンキング】【H26補正（施設整備費補助金）】No.1

86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.1 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.2 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.3 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書　【概算払い】 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 平成２８年度　【概算払・前払・施設整備費補助前払】物件工事費 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 調達管理室 平成２８年度　仮払 86 財務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ28 83 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む） 85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 82 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

79 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 （27年度）自己点検・評価 18 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）２ 85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 保有資産等利用検討委員会関連 85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係
不動産借入関係綴
（国有財産等）

85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）３ 85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）４ 85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）５ 85 財務課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ28 74 財務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ28 75 財務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務課 財務企画係 規程関係 11 財務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 宿舎貸与事務関係綴 91 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（会計検査院関係）　１

93 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 原議書（宿舎関係）１ 91 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 旅行命令簿 27 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 予算執行伺兼購入依頼書・立替払 86 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 照会（機構内） 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 勤怠関係書類綴 59 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 照会（機構外） 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 原議書（宿舎関係）２ 91 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　決算1 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　資金運用・管理 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　消費税申告資料 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　予算配分関係1 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　予算配分関係2 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票4 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票5 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票6 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票7 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票8 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票9 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票10 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票11 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票12 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　振替伝票13 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　決算整理仕訳 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　原議書 1 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　支払済　予算執行伺　1 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　支払済　予算執行伺　2 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　支払済　予算執行伺　3 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　支払済　予算執行伺　4 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 平成29年度　支払済　予算執行伺　5 88 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　原議書 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　回覧資料 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　契約情報の公表 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　取引停止・契約解除 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　調書（１） 90 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　調書（２） 90 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　調書（３） 90 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度本部　契約書1 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度本部　契約書2 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度オリセン　契約書1 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度オリセン　契約書2 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度オリセン　契約書３ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度オリセン　契約書４ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度オリセン　契約書５ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度オリセン　契約書６ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度損害保険No.1 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度損害保険No.2 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　落札者等の公示 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　「さくら」食堂業務委託契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
国立オリンピック記念青少年総合センター　飲食店（軽食）運営業務
契約書

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　教育事業部　契約書１ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　教育事業部　契約書２ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　「読書と体験の子どもキャンプ」運営業務① 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　「読書と体験の子どもキャンプ」運営業務② 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度「青少年読書推進キャンペーン～知りたい。だから、本を
読もう。～」運営業務

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　東日本大震災復興支援財団福島こども未来塾 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　自然の家　契約書（日高～那須甲子） 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　自然の家　契約書（妙高～信州高遠） 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　自然の家　契約書（曽爾～大隅） 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度　自然の家　契約書　（花山・南蔵王野営場清掃・巡視・
警備業務）

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　「早寝早起き朝ごはん」推進事業 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度青少年の体験活動の推進「体験活動推進プロジェクト」 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度「日本を見つけた！語りと体験のわくわくパーク」運営業
務

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書１ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書２ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書３ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　石油製品　【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　地方施設電気需給契約書No.1 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　地方施設電気需給契約書No.2 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　地方施設電気需給契約書No.3 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式No.2 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 調達管理室
「平成29年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式」　精算関
係書類

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業旅行業務等　一式 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　子どもゆめ基金部　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　子どもゆめ基金部　契約書２ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　航空券手配業務　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　交流の家　契約書１ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　交流の家　契約書２ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　交流の家　契約書３ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　交流の家　契約書４ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　【交流の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書１ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　【交流の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書２ 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　石油製品　【交流の家】　一般競争/随意契約　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　石油製品　政府調達　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　石油製品変更額算出書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　土地　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度青少年国際交流事業　契約書 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書No.2

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書No.2

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度国際交流推進事業
「日独勤労青年交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度国際交流推進事業
「日独学生青年リーダー交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報
告書

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
平成29年度青少年教育施設を活用した国際交流事業
「タイ王国高校生相互交流事業」事業完了報告書

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.1 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.2 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.3 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.4 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係
【宿舎役務関係】
H30宿舎営繕計画
H29宿舎修繕計画

91 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　立替金（私費）　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　立替金（私費）　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　立替金（私費）　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　決算整理仕訳 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　FB振込エラー確認表1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　銀行振込依頼書　No.１ 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　銀行振込依頼書　No.2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　銀行振込依頼書　No.3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　銀行振込依頼書　No.4 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　銀行振込依頼書　No.5 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　出納係　原議書1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　出納係　原議書2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　出納係　原議書3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　出納係　原議書4 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　私費計算書　（交流の家）　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　私費計算書　（自然の家）　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   その他収入　地下駐車場収入　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   その他収入　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   その他収入　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   その他収入　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   その他収入　№4 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   ゆめ基金　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　事業収入　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　事業収入　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　事業収入　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　事業収入　№4 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   教育事業参加収入　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票   教育事業参加収入　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度  事後払　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度  事後払　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　寄附金　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　寄附金　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　自動販売機手数料　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　自動販売機手数料　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　残高証明書発行手数料　鍵弁償代　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　実習生受入　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　受託事業　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　収納報告書　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　収納報告書　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　収納報告書　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　助成金返納　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　助成金返納　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　助成金返納　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　振替伝票　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　前受金　№1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　前受金　№2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　前受金　№3 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　地方施設使用料等【銀行振込】　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　地方施設使用料等【銀行振込】　No.2 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　小口現金　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　不動産貸付料収入　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支払窓口業務日誌　No.1 96 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.6 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.7 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.8 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.9 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.10 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.11 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.12 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.13 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.14 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.15 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.16 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.17 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.18 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.19 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.20 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書【交付金口（窓口払・外国送金）】物件
工事費

86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書
【ファームバンキング】【H29当初（施設整備費補助金）】【H28補正
（施設整備費補助金）】No.1

86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書　【概算払い】 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書　【前払い・前払精算】 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 調達管理室 平成29年度　仮払 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺（窓口払）　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№6 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№7 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№8 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議書【納付関係】　№9 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺【口座引落】　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺【口座引落】　№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺【口座引落】　№3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺【口座引落】　№4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺【口座引落】　№5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№6 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№7 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺　助成金　№8 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺【交付金口他】その他支出　No.1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係
平成29年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　前受施設使用料
返納　№1

86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　№3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　№4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　№5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№6 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№7 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№8 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№9 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№10 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№11 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№12 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№13 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№14 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№15 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№16 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№17 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№18 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№19 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№20 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№21 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№22 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№23 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺【施設整備費口】　No.1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【交付金口】　給与　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　支出伺 【外国送金】　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№2 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№3 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№4 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№5 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№6 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№7 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№8 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№9 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№10 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№11 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№12 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№13 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№14 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№15 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№16 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№17 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№18 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№19 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№20 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№21 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№22 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№23 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№24 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№25 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№26 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№27 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№28 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№29 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№30 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№31 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№32 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№33 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№34 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№35 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№36 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№37 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№38 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№39 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№40 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№41 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№42 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№43 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№44 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№45 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№46 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№47 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№48 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№49 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№50 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№51 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№52 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№53 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№54 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№55 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№56 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№57 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№58 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№59 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№60 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№61 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№62 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 平成29年度　入場料等収入　№63 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 出納係 預り保険料　No.1 86 財務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ29 83 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む） 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 保有資産等利用検討委員会関連 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）２ 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係
不動産借入関係綴
（国有財産等）

85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）３ 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）４ 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）５ 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）６ 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴（寄附物品を含む）７ 85 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

79 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 82 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係２ 82 財務課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ29 74 財務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ29 75 財務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 規程関係 11 財務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
立替払承認申請書（承認分）
謝金特別単価　（承認分）

22 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 原議書（宿舎関係）１ 91 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 照会・依頼（機構内） 22 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
【宿舎役務関係】
H31宿舎営繕計画
H30宿舎修繕計画

91 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 勤怠関係書類綴 59 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 照会・依頼（機構外） 22 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（会計検査院関係）　１

93 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（会計検査院関係）　2

93 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 予算執行伺兼購入依頼書・立替払 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係

【宿舎役務関係】
H31宿舎営繕計画
H30宿舎修繕計画
Ｎｏ.2　参考資料（法定点検）

91 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 振替伝票 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2018年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（会計検査院関係）　2

93 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 原議書（宿舎関係）2 91 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　立替金（私費）　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　立替金（私費）　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　立替金（私費）　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　決算整理仕訳 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　FB振込エラー確認表1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　銀行振込依頼書　No.１ 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　銀行振込依頼書　No.2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　銀行振込依頼書　No.3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　銀行振込依頼書　No.4 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　銀行振込依頼書　No.5 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　出納係　原議書1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　出納係　原議書2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　出納係　原議書3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　出納係　原議書4 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　私費計算書　（交流の家）　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　私費計算書　（自然の家）　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   その他収入　地下駐車場収入　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   その他収入　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   その他収入　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   ゆめ基金　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　事業収入　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　事業収入　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　事業収入　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　事業収入　№4 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   教育事業参加収入　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   教育事業参加収入　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票   教育事業参加収入　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度  事後払　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度  事後払　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度  事後払　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度  事後払　№4 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度  事後払　№5 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　寄附金　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　寄附金　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　寄附金　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　自動販売機手数料　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　自動販売機手数料　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　残高証明書発行手数料　鍵弁償代　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　実習生受入　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　受託事業　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　収納報告書　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　収納報告書　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　助成金返納　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　助成金返納　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　助成金返納　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　振替伝票　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　前受金　№1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　前受金　№2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2018年度 財務課 出納係 平成30年度　前受金　№3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　地方施設使用料等【銀行振込】　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　地方施設使用料等【銀行振込】　No.2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　小口現金　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　不動産貸付料収入　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支払窓口業務日誌　No.1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　原議書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　回覧資料 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　契約情報の公表 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　取引停止・契約解除 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　調書（１） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　調書（２） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　調書（３） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度本部　契約書1 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度本部　契約書2 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度本部　契約書3 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度本部　契約書4 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度本部　契約書5 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度本部　契約書6 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度オリセン　契約書1 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度オリセン　契約書2 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度オリセン　契約書3 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度オリセン　契約書4 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度オリセン　契約書5 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度オリセン　契約書6 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度損害保険No.1 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度損害保険No.2 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　落札者等の公示 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　自然の家　契約書１ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　自然の家　契約書２ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書１ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書２ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　教育事業部　契約書１ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　教育事業部　契約書２ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度　青少年の体験活動の推進「体験活動推進プロジェク
ト」

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度　「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事
業」

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　東日本大震災復興支援財団　福島こども未来塾 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 「高校生読書推進事業　読書の魅力を伝える講座」運営業務 一式 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
「高校生読書推進事業　読書の魅力を伝える講座」運営業務 一式
(精算関連書類）

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 「絵本の楽しさ新発見！ワクワクキッズライブ」運営業務 一式 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
「絵本の楽しさ新発見！ワクワクキッズライブ」運営業務 一式
(精算関連書類）

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　地方施設電気需給契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式No.2 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
「平成30年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式」　精算関
係書類

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業旅行業務等　一式 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　子どもゆめ基金部　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　子どもゆめ基金部　契約書No.2 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　航空券手配業務　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　交流の家　契約書１ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　交流の家　契約書２ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　【交流の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書１ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　【交流の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書２ 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　石油製品　【交流の家】　一般競争/随意契約　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　石油製品　政府調達　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　石油製品変更額算出書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度　土地　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度青少年国際交流事業　契約書 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書No.2

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書No.2

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日独勤労青年交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日独学生青年リーダー交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報
告書

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
平成30年度国際交流推進事業
「日独学生青年リーダー交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報
告書No.2

97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.1 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.2 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.3 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.4 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　決算 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　資金運用・管理 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　消費税申告資料 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　予算配分関係1 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　予算配分関係2 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票1 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票2 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票3 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票4 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票5 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票6 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票7 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票8 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票9 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票10 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票11 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票12 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　振替伝票13 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　決算整理仕訳 96 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　原議書 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　支払済　予算執行伺　1 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　支払済　予算執行伺　2 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　支払済　予算執行伺　3 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　支払済　予算執行伺　4 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　支払済　予算執行伺　5 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 平成30年度　支払済　予算執行伺　6 88 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺（窓口払）　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№3 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№4 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№5 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№6 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議書【納付関係】　№7 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺【口座引落】　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺【口座引落】　№2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺【口座引落】　№3 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺【口座引落】　№4 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺【口座引落】　№5 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№6 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺　助成金　№7 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺【交付金口他】その他支出　No.1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　前受施設使用料
返納　№1

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺 【保証金口】　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺 【交付金口】　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺 【交付金口】　№2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺 【交付金口】　№3 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺 【交付金口】　№4 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺 【交付金口】　№5 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№1

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№2

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№3

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№4

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№5

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№6

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№7

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№8

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№9

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№10

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№11

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№12

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№13

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№14

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係
平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金
№15

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺【施設整備費口】　No.1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　給与　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　支出伺 【外国送金】　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№3 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№4 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№5 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№6 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№7 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№8 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№9 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№10 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№11 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№12 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№13 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№14 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№15 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№16 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№17 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№18 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№19 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№20 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№21 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№22 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№23 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№24 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№25 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№26 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№27 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№28 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№29 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№30 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№31 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№32 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№33 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№34 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№35 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№36 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№37 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№38 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№39 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№40 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№41 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№42 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№43 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№44 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№45 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№46 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№47 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№48 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№49 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№50 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№51 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№52 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№53 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№54 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 平成30年度　入場料等収入　№55 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 出納係 預り保険料　No.1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.3 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.4 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.5 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.6 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.7 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.8 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.9 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.10 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.11 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.12 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.13 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.14 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.15 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.16 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.17 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.18 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.19 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.20 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.21 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.22 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書【交付金口（窓口払・外国送金）】物件
工事費

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室
支出決議書及び支払依頼書
【ファームバンキング】【H29補正（施設整備費補助金）】【H28補正
（施設整備費補助金）】

86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.1 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.2 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書　【概算払い】 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 調達管理室 支出決議書及び支払依頼書　【前払い・前払精算】 86 財務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

22 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 保有資産等利用検討委員会関連 85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係1 85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係2 85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
不動産借入関係綴
（国有財産等）

85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　1
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　2
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　3
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　4
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　5
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 Ｈ30 83 財務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 財務諸表 Ｈ30 74 財務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 Ｈ30 75 財務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 ブロック別会計事務協議会 68 財務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 立替払・謝金・会議費
（事前申請承認分）

22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 原議書（宿舎関係）１ 91 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 照会・依頼（機構内） 22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 照会・依頼（機構外） 22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係
原議書・照会
（文部科学省関係）

22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 原議書・照会
（会計検査院関係）　１

93 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 運営費交付金請求書関係 79 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 旅行命令簿・謝金支給伺 27 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係
【宿舎役務関係】
Ｒ２宿舎営繕計画
Ｒ１宿舎修繕計画

91 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 勤怠関係書類綴 59 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 規程関係 11 財務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 予算執行伺兼購入依頼書・立替払 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 振替伝票 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課 財務企画係 保有資産等利用検討委員会関連 85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 受益者負担関係 81 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 1 82 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 2 82 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 3 82 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 4 82 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 5 82 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 不動産貸付許可書関係 6 82 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係
不動産借入関係綴
（国有財産等）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴　1
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　2
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　3
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴　4
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 資産取扱事務関係綴　5
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係
資産取扱事務関係綴　6
（寄附金・寄附物品を含む）

85 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 H31 83 財務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 財務諸表 H31 74 財務課長 2020年4月1日 30年 2040年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 H31 75 財務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　決算 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　資金運用・管理 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　消費税申告資料 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　予算配分関係1 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　予算配分関係2 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　振替伝票1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　振替伝票2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　振替伝票3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　振替伝票4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　振替伝票5 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　振替伝票6 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　決算整理仕訳 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　原議書 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　1 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　2 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　3 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　4 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　5 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　6 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 予算決算係 平成31年度　支払済　予算執行伺　7 88 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　立替金（私費）　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　立替金（私費）　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　立替金（私費）　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　立替金（私費）　№4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　決算整理仕訳 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　FB振込エラー確認表1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　銀行振込依頼書　No.１ 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　銀行振込依頼書　No.2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　銀行振込依頼書　No.3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　銀行振込依頼書　No.4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　銀行振込依頼書　No.5 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　出納係　原議書1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　出納係　原議書2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　出納係　原議書3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課 出納係 2019年度　出納係　原議書4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　私費計算書　（交流の家）　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　私費計算書　（自然の家）　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   その他収入　地下駐車場収入　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   その他収入　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   その他収入　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   その他収入　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   ゆめ基金　寄附　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   ゆめ基金　募金箱　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　事業収入　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　事業収入　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　事業収入　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　事業収入　№4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   教育事業参加収入　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   教育事業参加収入　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票   教育事業参加収入　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度  事後払　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度  事後払　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度  事後払　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度  事後払　№4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度  事後払　№5 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　寄附金　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　寄附金　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　寄附金　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　自動販売機手数料　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　自動販売機手数料　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　自動販売機手数料　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　手数料　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　鍵弁償代　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　実習生受入　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　受託事業　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　収納報告書　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　収納報告書　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　助成金返納　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　助成金返納　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　助成金返納　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　振替伝票　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　前受金　№1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　前受金　№2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　前受金　№3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　前受金　№4 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　地方施設使用料等　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　地方施設使用料等　No.2 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　地方施設使用料等　No.3 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　小口現金　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　不動産貸付料収入　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支払窓口業務日誌　No.1 96 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺（窓口払）　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議書【納付関係】　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議書【納付関係】　№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議書【納付関係】　№3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議書【納付関係】　№4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議書【納付関係】　№5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議書【納付関係】　№6 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【口座引落】　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【口座引落】　№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【口座引落】　№3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【口座引落】　№4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【口座引落】　№5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【口座引落】　№6 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№6 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№7 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№8 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺　助成金　№9 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺【交付金口他】その他支出　No.1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　施設使用料返納　№
1

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【保証金口】　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺 【交付金口】　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺 【交付金口】　№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺 【交付金口】　№3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺 【交付金口】　№4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺 【交付金口】　№5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№6 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№7 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№8 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№9 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
10

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係
2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
11

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
12

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
13

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係
2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
14

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係
2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
15

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係
2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
16

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
17

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺【施設整備費口】　No.1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺【施設整備費口】　旅費・謝金　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　給与　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　支出伺 【外国送金】　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№6 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№7 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№8 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№9 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№10 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№11 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№12 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№13 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№14 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№15 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№16 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№17 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№18 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№19 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№20 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№21 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№22 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№23 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№24 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№25 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№26 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№27 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№28 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№29 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№30 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№31 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№32 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№33 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№34 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№35 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№36 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№37 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№38 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№39 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№40 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№41 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№42 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№43 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№44 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№45 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№46 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　入場料等収入　№47 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 出納係 2019年度　預り保険料　No.1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.3 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.4 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.5 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.6 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.7 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.8 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.9 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.10 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.11 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.12 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.13 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.14 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.15 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.16 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.17 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.18 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.19 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.20 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.21 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.22 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.23 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.24 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.25 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書【交付金口（窓口払・外国送金）】物件
工事費

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書
【（H30一次補正）施設整備費補助金】【（H30二次補正）施設整備費
補助金】

86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.1 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.2 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書　【概算払い】 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書　【前払い・前払精算】 86 財務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　原議書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　回覧資料 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　契約情報の公表 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　取引停止・契約解除 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　調書（１） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　調書（２） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度本部　契約書1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度本部　契約書2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度本部　契約書3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度本部　契約書4 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度オリセン　契約書1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度オリセン　契約書2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度オリセン　契約書3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度損害保険No.1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度損害保険No.2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度損害保険No.3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度　落札者等の公示 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

「間接業務等の共同実施」 22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度「とき」食堂業務委託契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

自動販売機設置及び運営業務委託契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和元年度「ふじ」食堂業務委託契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書１ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書２ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書4 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書5 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書6 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書7 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書8 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書9 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書10 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書11 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書12 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書13 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書14 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　自然の家　契約書15 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書１ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書２ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　教育事業部　契約書１ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　教育事業部　契約書２ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和元年度　教育事業部　契約書3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

平成31年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

平成31年度「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

平成31年度　青少年の体験活動の推進「体験活動推進プロジェク
ト」

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

平成31年度「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

平成31年度　東日本大震災復興支援財団　福島こども未来塾 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「広げよう！子供の読書応援隊」運営業務 一式 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「広げよう！子供の読書応援隊」運営業務 一式
(精算関連書類）

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「みる！きく！ふれる！絵本ライブ」運営業務 一式 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

令和元年度　地方施設電気需給契約書No.1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

令和元年度　地方施設電気需給契約書No.2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

令和元年度　地方施設電気需給契約書No.3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

令和元年度　地方施設電気需給契約書No.4 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

平成３１年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式No.1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式変更契約
No.2

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

「令和元年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式」　精算関
係書類

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

平成３１年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業受入旅行業務等
一式

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

平成３１年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業派遣旅行業務等
一式

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　子どもゆめ基金部　契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　子どもゆめ基金部　契約書No.2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　航空券手配業務　契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書１ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書２ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書３ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書４ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書５ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書６ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書７ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書８ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書９ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書１０ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　交流の家　契約書１１ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　【交流の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書１ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　【交流の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書２ 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度　石油製品　【交流の家】　一般競争/随意契約　契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

令和元年度　石油製品　政府調達　契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

令和元年度　石油製品変更額算出書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係・第二
係

平成３１年度　土地　契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度青少年国際交流事業　契約書 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書No.1

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書No.2

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書No.2

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日独勤労青年交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報告書

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日独学生青年リーダー交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報
告書

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度国際交流推進事業
「日独学生青年リーダー交流事業　派遣及び受入事業」事業完了報
告書No.2

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.1 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.2 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.3 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.4 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度勤怠関係書類綴 60 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度立替払・謝金・会議費
（事前申請承認分）

23 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度原議書（宿舎関係）１ 92 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度照会・依頼（機構内） 23 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度旅行命令簿・謝金支給伺 28 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度旅行命令簿
【Ｒ２補正（コロナ関係）】

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度照会・依頼（機構外） 23 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度原議書・照会
（会計検査院関係）　１

94 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度予算執行伺兼購入依頼書・立替払 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度原議書・照会
（文部科学省関係）

23 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度保有資産等利用検討委員会関連 86 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度【宿舎役務関係】
R3宿舎営繕計画
R2宿舎修繕計画

92 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度受益者負担関係 82 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度振替伝票 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度不動産貸付許可書関係1 83 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度不動産貸付許可書関係
【コロナ関係】

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度不動産借入関係綴
（国有財産等）

86 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度ブロック別会計事務協議会 69 財務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度運営費交付金請求書関係 85 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度運営費交付金請求書関係
【Ｒ２補正（コロナ関係）】

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 財務企画係 令和2年度規程関係 11 財務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度規程関係
【コロナ関係】

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度資産取扱事務関係綴　1
（寄附金・寄附物品を含む）

86 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 財務会計システム調達関係 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度資産取扱事務関係綴　2
（寄附金・寄附物品を含む）

86 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度資産取扱事務関係綴　3
（寄附金・寄附物品を含む）

86 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度資産取扱事務関係綴
（寄附金・寄附物品を含む）
【Ｒ２補正（コロナ関係）】

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 財務企画係
令和2年度資産取扱事務関係綴
（寄附金・寄附物品を含む）
【Ｒ１補正（工事関係）】

86 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 R02 84 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 財務諸表 R02 75 財務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 R02 76 財務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　決算 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　資金運用・管理 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　消費税申告資料 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　予算配分関係1 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　予算配分関係2 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　振替伝票1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　振替伝票2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　振替伝票3 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　振替伝票4 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　振替伝票5 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　振替伝票（コロナ補正関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　決算整理仕訳 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　原議書 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　支払済　予算執行伺　1 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　支払済　予算執行伺　2 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　支払済　予算執行伺　3 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　支払済　予算執行伺　4 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　支払済　予算執行伺　5 89 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係
2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　施設使用料返納【コ
ロナ関係】　№1

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺【コロナ関係】　旅費・謝金　№1 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   その他収入【コロナ関係】　№1 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 出納係 2020年度　立替金（私費）　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　立替金（私費）　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　立替金（私費）　№3 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　立替金（私費）　№4 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　決算整理仕訳 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　FB振込エラー確認表1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　銀行振込依頼書　No.１ 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　銀行振込依頼書　No.２ 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　銀行振込依頼書　No.３ 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　出納係　原議書1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　出納係　原議書2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　出納係　原議書3 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　私費計算書　（交流の家）　No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　私費計算書　（自然の家）　No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   その他収入　地下駐車場収入　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   その他収入　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   その他収入　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   その他収入　№3 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   ゆめ基金　寄附　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   ゆめ基金　募金箱　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票　事業収入　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票　事業収入　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票　事業収入　№3 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票   教育事業参加収入　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度  事後払　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　寄附金　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　寄附金　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　自動販売機手数料　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　自動販売機手数料　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　手数料　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　鍵弁償代　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　実習生受入　No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　受託事業　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　収納報告書　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　助成金返納　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　助成金返納　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　助成金返納　№3 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　助成金返納　№4 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　振替伝票　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　前受金　№1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　前受金　№2 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　地方施設使用料等　【銀行情報】No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　地方施設使用料等　【コンビニネット】No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　小口現金　No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　不動産貸付料収入　No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支払窓口業務日誌　No.1 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺（窓口払）　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№6 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№7 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議書【納付関係】　№8 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺【口座引落】　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺【口座引落】　№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺【口座引落】　№3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺【口座引落】　№4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺【口座引落】　№5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係
2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　施設使用料返納　№
1

87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺【交付金口他】その他支出　No.1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【保証金口】　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺 【交付金口】　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺 【交付金口】　№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺 【交付金口】　№3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺 【交付金口】　№4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出伺 【交付金口】　№5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№6 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№7 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№8 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№9 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺【施設整備費口】　No.1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺【施設整備費口】　旅費・謝金　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　給与　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　預り保険料　No.1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№6 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№7 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№8 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№9 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№10 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№11 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№12 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№13 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№14 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 出納係 2020年度　入場料等収入　№15 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　支払済　予算執行伺（コロナ補正関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課 予算決算係 R2年度　コロナ補正関係　資料 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　自然の家　契約書１（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　自然の家　契約書２ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　自然の家　契約書３ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　自然の家　契約書４ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　【自然の家】　厨房/機器/自動車更新　契約書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書１ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書２ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　教育事業部　契約書１（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　教育事業部　契約書２ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　教育事業部　契約書３ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和２年度　東日本大震災復興支援財団　福島こども未来塾 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「子供の読書活動推進事業」運営業務　一式 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「子供の読書活動推進事業」運営業務　一式
(精算関連書類）

98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「読書・手伝い・外遊び」推進事業運営業務一式 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「読書・手伝い・外遊び」推進事業運営業務一式
(精算関連書類）

98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「絵本でジャンプ！～読んでみよう、動いてみよう～」運営業務一式 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「絵本でジャンプ！～読んでみよう、動いてみよう～」運営業務一式
(精算関連書類）

98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「第４２回少年の主張全国大会～わたしの主張２０２０～」都道府県
代表者推薦業務委託

98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「第４２回少年の主張全国大会～わたしの主張２０２０～」都道府県
代表者推薦業務委託２（コロナ関係）

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「認定絵本士養成講座テキスト」制作・販売における業務委託 98 財務課長 2021年4月1日 無制限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式（コロナ関
係）

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業（派遣・受入）旅行業
務等　一式（コロナ関係）

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　子どもゆめ基金部　契約書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　子どもゆめ基金部　契約書No.2 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　航空券手配業務　契約書（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　交流の家　契約書１（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　交流の家　契約書２（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　交流の家　契約書３（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　交流の家　契約書４ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　交流の家　契約書５ 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度　石油製品　【交流の家】　一般競争/随意契約　契約書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度青少年国際交流事業　契約書（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書（コロナ関係）

21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.1 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.2 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.3 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.4 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和２年度　地方施設電気需給契約書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和２年度　石油製品　政府調達　契約書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和２年度　石油製品変更額算出書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和２年度　土地　契約書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.3 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.4 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.5 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.6 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.7 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.8 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.9 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.10 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.11 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.12 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.13 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.14 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.15 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.16 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.17 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.18 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.19 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.20 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【ファームバンキング】物件工事費No.21 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議及び支払依頼書【交付金口（口座引落）】物件工事費№2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書【交付金口（窓口払・外国送金）】物件
工事費

87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書
【（R1一次補正）施設整備費補助金】【（R2二次補正）施設整備費補
助金】

87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.1 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書【ファームバンキング】【政府受託】No.2 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書　【概算払い】 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

支出決議書及び支払依頼書　【前払い・前払精算】 87 財務課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　原議書 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　契約情報の公表 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　取引停止・契約解除 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　調書（１） 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　調書（２） 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度本部　契約書1 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度本部　契約書2 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度本部　契約書3 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度本部　契約書4（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書1 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書2 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書3 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書4 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書5（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書6（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書7（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管



2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度オリセン　契約書8（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度損害保険No.1 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度損害保険No.2 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度損害保険No.3 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　落札者等の公示 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

間接業務等の共同実施 98 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　R2補正関係　支出決議及び支払依頼書（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2020年度 財務課
調達管理室　調達
係

令和２年度　R2補正関係契約書（コロナ関係） 21 財務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度勤怠関係書類綴 60 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度立替払・謝金・会議費
（事前申請承認分）

23 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度原議書（宿舎関係）１ 92 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度照会・依頼（機構内） 23 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度旅行命令簿・謝金支給伺 28 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度照会・依頼（機構外） 23 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係
令和３年度原議書・照会
（会計検査院関係）　１

94 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度予算執行伺兼購入依頼書・立替払 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度原議書・照会
（文部科学省関係）

23 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度保有資産等利用検討委員会関連 86 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係
令和３年度【宿舎役務関係】
R4宿舎営繕計画
R3宿舎修繕計画

92 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度受益者負担関係 82 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度振替伝票 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度不動産貸付許可書関係1 83 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度不動産借入関係綴
（国有財産等）

86 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度ブロック別会計事務協議会 69 財務課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度運営費交付金請求書関係 85 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度規程関係 11 財務課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度資産取扱事務関係綴　1
（寄附金・寄附物品を含む）

86 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度資産取扱事務関係綴　2（寄附金・寄附物品を含む） 86 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度資産取扱事務関係綴　R2補正工事 86 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度財務会計システム導入・構築関係　No.１ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度原議書（宿舎関係）2 92 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度非常勤職員の雇用に関する特例協議 22 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 財務企画係 令和３年度間接業務等の共同実施に関する協議会 23 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 財務企画係 間接業務等の共同実施に関する協議会 97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 財務企画係 間接業務等の共同実施に関する協議会 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 財務企画係 間接業務等の共同実施に関する協議会 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務課 財務企画係 間接業務等の共同実施に関する協議会 97 財務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 合計残高試算表 R03 84 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 財務諸表 R03 75 財務課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 総勘定元帳 R03 76 財務課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子-共有サーバ 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　決算 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　資金運用・管理 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　消費税申告資料 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　予算配分関係1 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　予算配分関係2 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　予算配分関係3 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票3 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票4 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票5 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票6 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　振替伝票7 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　決算整理仕訳 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　原議書 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　1 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　2 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　3 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　4 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　5 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　6 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 予算決算係 R3年度　支払済　予算執行伺　7 89 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係
2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　施設使用料返納　№
1

21 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票  【コロナ関係】　№1 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 出納係 2021年度　立替金（私費）　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　立替金（私費）　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　決算整理仕訳 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　FB振込エラー確認表1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　銀行振込依頼書　No.１ 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　銀行振込依頼書　No.２ 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　銀行振込依頼書　No.３ 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　銀行振込依頼書　No.４ 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　出納係　原議書1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　出納係　原議書2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   その他収入　地下駐車場収入　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   その他収入　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   その他収入　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   ゆめ基金　寄附　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   ゆめ基金　募金箱　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票　事業収入　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   教育事業参加収入　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票   教育事業参加収入　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度  事後払　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度  事後払　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　寄附金　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　寄附金　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　自動販売機手数料　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　自動販売機手数料　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　手数料　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　鍵弁償代　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　実習生受入　No.1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　受託事業　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　収納報告書　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　助成金返納　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　助成金返納　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　助成金返納　№3 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　振替伝票　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　前受金　№1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　前受金　№2 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　地方施設使用料等　【銀行情報】No.1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　地方施設使用料等　【コンビニネット】No.1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　小口現金　No.1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　不動産貸付料収入　No.1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支払窓口業務日誌　No.1 97 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺（窓口払）　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺（窓口払）　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議書【納付関係】　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議書【納付関係】　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議書【納付関係】　№3 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議書【納付関係】　№4 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議書【納付関係】　№5 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺【口座引落】　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺【口座引落】　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺【口座引落】　№3 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺【口座引落】　№4 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺　助成金　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺　助成金　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺　助成金　№3 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺　助成金　№4 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺　助成金　№5 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺【交付金口他】その他支出　No.1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺【交付金口】　前渡資金　No.1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【保証金口】　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺 【交付金口】　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺 【交付金口】　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺 【交付金口】　№3 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出伺 【交付金口】　№4 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№3 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№4 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№5 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№6 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№7 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№8 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№9 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
10

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　本部旅費・謝金　№
11

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺【施設整備費口】　No.1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺【施設整備費口】　旅費・謝金　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　支出決議及び支出伺 【交付金口】　給与　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　預り保険料　No.1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№1 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№2 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№3 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№4 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№5 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№6 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№7 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№8 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№9 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№10 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№11 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№12 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№13 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№14 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№15 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№16 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№17 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№18 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 出納係 2021年度　入場料等収入　№19 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.1

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.2

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.3

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.4

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.5

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.6

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.7

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.8

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.9

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.10

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.11

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.12

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.13

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.14

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.15

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.16

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.17

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.18

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.19

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.20

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【ファームバンキング】物件工事費No.21

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【交付金口（口座引落）】物件工事費№1

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【交付金口（口座引落）】物件工事費№2

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書
【交付金口（口座引落）】物件工事費№3

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議書及び支払依頼書
【交付金口（窓口払・外国送金）】物件工事費

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議書及び支払依頼書
【交付金口（窓口払・外国送金）】物件工事費№2

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議書及び支払依頼書
【ファームバンキング】【政府受託】

87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議書及び支払依頼書　【概算払い】 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議書及び支払依頼書　【前払い・前払精算】 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

支出決議及び支払依頼書【令和３年度　R２補正関係】 87 財務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度　原議書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度　契約情報の公表 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度　取引停止・契約解除 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度　落札者等の公示 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

間接業務等の共同実施 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度　調書（１） 91 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度　調書（２） 91 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書1 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書２ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書3 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書4 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書5 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書6 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書7 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書8 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書9 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書10 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度本部　契約書11 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和3年度本部　契約書1（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和3年度本部　契約書2（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度損害保険No.1 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度損害保険No.2 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度損害保険No.3 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度オリセン　契約書1 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度オリセン　契約書2 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度オリセン　契約書3 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和３年度オリセン　契約書4 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度オリセン　契約書5 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和３年度オリセン　契約書6 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和3年度オリセン　契約書1（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和3年度オリセン　契約書2（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課
調達管理室
調達係

令和3年度オリセン　契約書3（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和3年度オリセン　契約書4（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和3年度オリセン　契約書5（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室
調達係

令和3年度オリセン　契約書6（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書１（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書２ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書３ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書４ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書５ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書６ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書７ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　自然の家　契約書８ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書１ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　石油製品【自然の家】　一般競争/随意契約　契約書２ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　教育事業部　契約書１（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　教育事業部　契約書２ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度「早寝早起き朝ごはん」国民運動推進事業 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」
（コロナ関係）

21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度　東日本大震災復興支援財団　福島こども未来塾 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

「読書活動推進事業」運営業務一式 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

「読書活動推進事業」運営業務一式
(精算関連書類）

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「子供の読書活動サポートセミナー」
運営業務一式

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

「子供の読書活動サポートセミナー」
運営業務一式　(精算関連書類）

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

「第４３回少年の主張全国大会～わたしの主張２０２１～」都道府県
代表者推薦業務委託

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度「体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト」 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

令和３年度「福島の高校生が地域づくりや地域の課題解決などに関
する体験活動」事業

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一係

「親子で体験＝絵本の世界」
運営業務一式

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一係

「親子で体験＝絵本の世界」
運営業務一式　(精算関連書類）

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度日中韓子ども童話交流事業運営業務　一式（コロナ関
係）

21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業（派遣・受入）旅行業
務等　一式（コロナ関係）

21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　子どもゆめ基金部　契約書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　交流の家　契約書１（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　交流の家　契約書２（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　交流の家　契約書３ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　交流の家　契約書４ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　交流の家　契約書５ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　交流の家　契約書６ 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度　石油製品【交流の家】一般競争/随意契約　契約書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度青少年国際交流事業　契約書（コロナ関係） 21 財務課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 移管

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度国際交流推進事業
「日独青少年指導者セミナーＡ1/Ａ2　派遣及び受入事業」事業完了
報告書

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業No.1 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度国際交流推進事業
「日独学生青年リーダー交流事業」事業完了報告書

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度国際交流推進事業
「日独勤労青年交流事業」事業完了報告書

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度国際交流推進事業
「日韓高校生交流事業」事業完了報告書

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第二係

令和３年度地方施設電気需給契約（変更契約）　契約書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一・二係

令和３年度　地方施設電気需給契約
契約書１

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和３年度　地方施設電気需給契約
契約書２

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一・二係

令和３年度　地方施設電気需給契約
契約書３

98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和３年度　石油製品政府調達契約書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課
調達管理室　事業
支援第一・二係

令和３年度　石油製品変更額算出書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務課 調達管理室　事業
支援第一・二係

令和３年度　土地　契約書 98 財務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室 平成１８年度国立乗鞍青少年交流の家サービス棟アスベスト処理工事 72 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室
平成１８年度国立江田島青少年交流の家講堂・管理・研修棟アスベスト除
去工事

72 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室
平成１８年度国立三瓶青少年交流の家講堂・管理・研修棟アスベスト除去
工事

72 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室 平成１８年度国立沖縄青少年交流の家管理研修棟アスベスト除去工事 72 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室 平成１８年度国立中央青少年交流の家管理棟アスベスト除去工事 72 財務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室 平成１８年度国立吉備青少年自然の家アスベスト分析業務 70 財務課長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2006年度 財務課 施設管理室 平成１８年度国立諫早青少年自然の家アスベスト分析業務 70 財務課長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2007年度 財務課 施設管理室 PCB保管状況 70 財務課長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2008年度 財務課 施設管理室
平成２０年度国立オリンピック記念青少年総合センター吹付アスベスト含有
分析調査業務

70 財務課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2008年度 財務課 施設管理室
平成２０年度補正（施設整備費）　２次
独行政法人国立青少年教育振興機構宿泊棟アスベスト建材含有分析調
査業務

70 財務課長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2009年度 財務課 施設管理室 平成21年度補正　アスベスト 70 財務課長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 地方施設　計画通知（平成21年調査）～ 70 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ　計画通知
CDﾃﾞｰﾀ・整理経緯

70 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ　計画通知
ﾘｽﾄ１・３

70 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ　ｻｲﾝ改修　平成23年3月～
施工図面・ﾃﾞｰﾀ及び提案

70 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
45　ｵﾘｾﾝ　国際交流館　倉庫増築
46　ｵﾘｾﾝ　Ⅳ工区建築工事　仮使用申請

97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
47　ｵﾘｾﾝ　Ⅳ工区建築工事　自費工事施工承認申請書
48　ｵﾘｾﾝ　地下駐車場及び体育館増築(守衛所部分)
49　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　建築

97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
50　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　電気(電力)
51　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　電気(通信)
52　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　機械(空調)

97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
53　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　機械(衛生)
54　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　EV
55　ｵﾘｾﾝ　Ⅳ工区　変更

97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 56　ｵﾘｾﾝ　Ⅳ工区　当初 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 57　ｵﾘｾﾝ　風致地区協議 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 58-1 ｵﾘｾﾝ　Ⅰ・Ⅱ工区 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 58-2 ｵﾘｾﾝ　Ⅰ・Ⅱ工区 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
59　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　昇降機169　１・２号機
60　ｵﾘｾﾝ　Ⅲ・Ⅳ工区　昇降機170　１号機

97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 61-1　ｵﾘｾﾝ　研修棟Ⅲ・Ⅳ工区　A 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 61-2　ｵﾘｾﾝ　研修棟Ⅲ・Ⅳ工区　A 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 62　ｵﾘｾﾝ　地下駐車場及び体育館増築 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室
63　ｵﾘｾﾝ　地下駐車場　変更
64　ｵﾘｾﾝ　北門整備　風致地区協議書(副本)

97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 65　ｵﾘｾﾝ　Ⅰ工区電気設備 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2010年度 財務課 施設管理室 66　ｵﾘｾﾝ　Ⅱ工区電気設備 97 財務課長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄

2013年度 財務課 施設管理室 環境報告書２０１１～ 19 財務課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 施設管理室 各所修繕要望書綴（交流の家） 79 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 施設管理室 各所修繕要望書綴（自然の家） 79 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 施設管理室 施設整備費要望書綴（交流の家） 79 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務課 施設管理室 施設整備費要望書綴（自然の家） 79 財務課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室 建築基準法第１２条定期調査報告業務（自然の家） 101 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室 建築基準法第１２条定期調査報告業務（交流の家） 101 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室
小額随契工事
（施設経費）

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室
小額随契工事
（寄附金）

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄



2017年度 財務課 施設管理室
少額随契工事
（各所修繕費）

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室
少額随契工事
（オリセン経費）

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室
少額随契工事
（施設整備費補助金）

97 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室 原議書１ 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室 原議書２ 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務課 施設管理室 原議書３ 22 財務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 原議書１ 22 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 原議書２ 22 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 原議書３ 22 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 平成30年度教育機能向上のための設備整備（赤城／阿蘇／沖縄） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 平成30年度教育機能向上のための設備整備（オリセン／若狭湾） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 平成30年度教育機能向上のための設備整備（三瓶／諫早） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 少額随契工事（オリセン経費） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 少額随契工事（施設経費） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 少額随契工事（寄付金） 97 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務課 施設管理室 平成30年度建築基準法12条【定期検査報告書】 101 財務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 原議書１ 22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 原議書２ 22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 原議書３ 22 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
災害復旧【江田島】(艇庫・野球場・グランド)

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
災害復旧【江田島】(バックネット・防水)

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
自動火災報知設備更新【オリセン】(防災設備)

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
地下重油タンク流出事故防止対策【花山】

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
地下重油タンク流出事故防止対策【諫早】

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
地下重油タンク流出事故防止対策【沖縄】

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
エレベーター安全対策改修【岩手山】

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
エレベーター安全対策改修【阿蘇】

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成30年度補正(施設整備補助金)
エレベーター安全対策改修【大洲】

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 平成31年度教育機能向上のための設備整備（能登／大隅／大雪） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 平成31年度教育機能向上のための設備整備（三瓶／夜須高原） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 平成31年度教育機能向上のための設備整備（諫早/磐梯/立山/岩手山） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室
平成31年度教育機能向上のための設備整備（大洲/江田島/立山/中央/
日高/阿蘇）

97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 少額随契工事（オリセン経費） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 少額随契工事（施設経費） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 少額随契工事（寄付金） 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 オリセンネッワーク継電器更新 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 オリセン鍵管理システム更新(カルチャー棟) 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 オリセン野外休憩所取設工事 97 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務課 施設管理室 平成31年度建築基準法12条【定期検査報告書】 101 財務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 原　議　書　１

22

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 小額随契工事 (施設経費)

97

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 少額随契工事 (各所修繕費)

97

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 少額随契工事 (オリセン経費)

97

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 少額随契工事 (施設整備費補助金)

97

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 光熱水費資料

101

施設管理課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 各所修繕要望書綴(交流の家)

79

施設管理課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 各所修繕要望書綴(自然の家)

79

施設管理課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 施設整備費要望書綴(交流の家)

79

施設管理課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 施設整備費要望書綴(自然の家)

79

施設管理課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 原　議　書　２

22

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 少額随契工事 (オリセン経費)

97

施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄

2020年度 施設管理課 施設管理課 国立オリンピック記念青少年総合センター PCB廃棄物処理委託業務 PCB
廃棄物収集運搬業務

97 施設管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課 長 廃棄



2021年度 施設管理課 施設管理課 原　議　書　１ 22 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
小額随契工事
（施設経費）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（各所修繕費）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（オリセン経費）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（施設整備費補助金）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 光熱水費資料 101 施設管理課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 各所修繕要望書綴（交流の家） 79 施設管理課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 各所修繕要望書綴（自然の家） 79 施設管理課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 施設整備費要望書綴（交流の家） 79 施設管理課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 施設整備費要望書綴（自然の家） 79 施設管理課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 原　議　書　２ 22 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（オリセン経費）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
国立オリンピック記念青少年総合センター
PCB廃棄物処理委託業務
PCB廃棄物収集運搬業務

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（寄附金）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（運営費交付金）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立磐梯青少年交流の家　非常用発電設備改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立阿蘇青少年交流の家　非常用発電設備改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立赤城青少年交流の家　非常用発電設備改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 オリセン　昇降機　１２条定期検査業務書 97 施設管理課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（オリセン経費２）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（施設整備費補助金２）

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課
少額随契工事
（各所修繕費）2

97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立磐梯青少年交流の家　電源設備改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立赤城青少年交流の家　電気設備改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立阿蘇青少年交流の家　電気設備改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立赤城青少年交流の家　電気保護設備等改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 国立沖縄青少年交流の家　直流電源装置改修工事 97 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2021年度 施設管理課 施設管理課 旅行命令簿 27 施設管理課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 施設管理課事務室 施設管理課長 廃棄

2011年度 企画課 研修支援・連携係 宗教団体への対応について 企画課長 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務所 企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度東京大学体験活動プログラム 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度　出勤簿 59 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度諸謝金 28 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度宅配便　荷物受取書・整理簿 88 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度予算執行伺券購入依頼書 88 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度　旅費 27 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度　旅費（絵本・ネット依存） 27 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度休暇簿 59 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度会議費 88 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度飲物食事利用券・物品購入券/整理簿 88 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度時間外勤務管理簿・時間外勤務書 59 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度絵本専門士委員会 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度認定絵本士（仮）課程認定検討ワーキンググループ 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度絵本専門士委員会審査部会 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 第4期絵本専門士養成講座 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度絵本専門士養成講座運営ワーキング 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度　その他 22 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度免許状更新講習（本部開催 ） 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度体験活動安全管理講習～山編～ 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度　教育事業方針 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度　体験活動安全管理講習～水辺編～ 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係
平成29年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」

105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度教員免許状更新講習（開善塾教育相談研修所） 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄



2017年度 企画課 指導者養成係 教科等に関連付けた体験活動プログラム推進委員会 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度全国体験活動指導者認定委員会 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度「第7回全国青少年教育施設所長会議施設研究集会」 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度教員免許状更新講習（各施設とりまとめ） 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 絵本文化推進協会 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度新任次長・事業系職員研修 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 指導者養成係 平成29年度行政文書（依頼・通知・紹介等） 22 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度法人ボランティア 109 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度子供の貧困対策事業　生活・自立支援キャンプ 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度研修支援事業利用者アンケート 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度四半期ごとの確定値 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度次長会議 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度事故・事件・伝染病・天災・休止等の報告 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係
平成29年度「利用者の受入れを行わない日及び日帰り利用者のみ
を受け入れる日」の設定について

105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度月別利用実績（利用統計） 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係
平成29年度稼働率向上（利用者増加）のための数値目標の設定に
ついて

105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度幼児期の遊びを中心とした運動プログラムの推進事業 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度研修支援・連携業務 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度研修支援業務に係る規程等 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度青少年読書体験推進キャンペーン【委託事業】 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度　語りと体験のわくわくパーク【委託事業】 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度利用者獲得に向けた広報研修 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度利用団体管理システム　保守契約 88 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度事業等関係　所長ヒアリング 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2017年度 企画課 研修支援・連携係 平成29年度　読書と体験の子どもキャンプ【委託事業】 105 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度　出勤簿 59 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度諸謝金 28 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度宅配便　荷物受取書・整理簿 88 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度予算執行伺券購入依頼書 88 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度　旅費 27 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度　旅費（絵本） 27 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度休暇簿 59 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度会議費 88 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度飲物食事利用券・物品購入券/整理簿 88 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度時間外勤務管理簿・時間外勤務書 59 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度絵本専門士委員会 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度認定絵本士養成講座 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度絵本専門士委員会審査部会 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 第5期絵本専門士養成講座 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度免許状更新講習（本部開催 ） 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度体験活動安全管理講習～山編～ 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度　教育事業等方針 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度　体験活動安全管理講習～水辺編～ 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係
平成30年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」

105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係
平成30年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」事業完了報告書　No.1

105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係
平成30年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」事業完了報告書　No.2

105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 教科等に関連付けた体験活動プログラム 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度NEAL事業 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度「第8回全国青少年教育施設所長会議施設研究集会」 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度教員免許状更新講習（各施設とりまとめ） 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度新任次長・事業系職員研修 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 指導者養成係 平成30年度行政文書（依頼・通知・紹介等） 22 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄



2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度法人ボランティア 109 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度法人ボランティア② 109 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度子供の貧困対策事業　生活・自立支援キャンプ 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度研修支援事業利用者アンケート 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度四半期ごとの確定値 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度次長会議 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度事故・事件・伝染病・天災・休止等の報告 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係
平成30年度「利用者の受入れを行わない日及び日帰り利用者のみ
を受け入れる日」の設定について

105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度月別利用実績（利用統計） 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係
平成30年度稼働率向上（利用者増加）のための数値目標の設定に
ついて

105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度幼児期の遊びを中心とした運動プログラムの推進事業 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度研修支援・連携業務 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度研修支援業務に係る規程等 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度読書活動推進【委託事業】 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度　ボランティア養成事業 109 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度　体験活動推進員 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度事業等関係　所長ヒアリング 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 認定絵本士養成講座（平成31年度申請） 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 認定絵本士養成講座（平成31年度申請②） 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 絵本専門士課程認定部会 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年7月豪雨災害支援事業リフレッシュキャンプ 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2018年度 企画課 研修支援・連携係 平成30年度青少年体験活動顕彰制度創設準備委員会 105 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度　出勤簿 59 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度諸謝金 28 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度宅配便　荷物受取書・整理簿 88 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度予算執行伺券購入依頼書 88 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度　旅費 27 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成32年度　旅費2 27 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～6年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度　旅費（絵本） 27 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度休暇簿 59 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度会議費 88 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度飲物食事利用券・物品購入券/整理簿 88 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成31年度時間外勤務管理簿・時間外勤務書 59 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度絵本専門士委員会 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度認定絵本士養成講座 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度絵本専門士委員会審査部会 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 第６期絵本専門士養成講座 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度免許状更新講習（本部開催 ） 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度体験活動安全管理講習～山編～ 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度　教育事業等方針 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度　体験活動安全管理講習～水辺編～ 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係
平成3１年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」

105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係
平成3１年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」事業完了報告書　No.1

105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係
平成3１年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験
活動推進プロジェクト」事業完了報告書　No.2

105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 教科等に関連付けた体験活動プログラム 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度NEAL事業 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度「第9回全国青少年教育施設所長会議施設研究集会」 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度教員免許状更新講習（各施設とりまとめ） 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度新任次長・事業系職員研修 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成3１年度行政文書（依頼・通知・紹介等） 22 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度法人ボランティア 109 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度子供の貧困対策事業　生活・自立支援キャンプ 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄



2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度研修支援事業利用者アンケート 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度四半期ごとの確定値 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度次長会議 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度事故・事件・伝染病・天災・休止等の報告 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係
平成3１年度「利用者の受入れを行わない日及び日帰り利用者のみ
を受け入れる日」の設定について

105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度月別利用実績（利用統計） 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係
平成3１年度稼働率向上（利用者増加）のための数値目標の設定に
ついて

105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度幼児期の遊びを中心とした運動プログラムの推進事業 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度研修支援・連携業務 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度研修支援業務に係る規程等 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度読書活動推進【委託事業】 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度　ボランティア養成事業 109 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度　体験活動推進員 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成3１年度事業等関係　所長ヒアリング 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 認定絵本士養成講座 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 認定絵本士養成講座（平成31年度申請） 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 絵本専門士課程認定部会 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成31年度　体験活動安全管理研修～雪編～ 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～6年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成３１年度　全国体験活動指導者認定委員会 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成３１年度　TOKYO２０２０大会ボランティア共通研修講師派遣 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～8年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係 平成３１年度　東京大学体験活動プログラム 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～9年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 指導者養成係
平成31年度　認定絵本士養成講座　テキスト作成ワーキンググルー
プ

105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～10年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成３１年度　全国高校生体験活動顕彰制度 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～11年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成３１年度　全国高校生体験活動顕彰制度② 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～12年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成３１年度　研修支援プロジェクトチームの設置について 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～13年）

企画課長 廃棄

2019年度 企画課 研修支援・連携係 平成３１年度　利用団体管理システム　保守契約 105 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～14年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　出勤簿 60 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　諸謝金 29 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度宅配便　荷物受取書・整理簿 89 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度予算執行伺券購入依頼書 89 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　旅費 28 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　旅費（絵本） 28 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度休暇簿 60 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度会議費 89 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度飲物食事利用券・物品購入券/整理簿 89 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度時間外勤務管理簿・時間外勤務書 60 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度行政文書（依頼・通知・紹介等） 23 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 自己点検・評価報告書 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　教育事業等方針 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度絵本専門士委員会 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度絵本専門士委員会審査部会 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 第７期絵本専門士養成講座 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度認定絵本士養成講座 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度認定絵本士養成講座（開設校申請・変更） 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 認定絵本士養成講座（令和２年度申請） 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 絵本専門士課程認定部会 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係
令和２年度　認定絵本士養成講座　テキスト作成ワーキンググルー
プ

107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～10年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度免許状更新講習（本部開催 ） 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度教員免許状更新講習（各施設とりまとめ） 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度体験活動安全管理講習 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 教科等に関連付けた体験活動プログラム 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度NEAL事業 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄



2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度「第10回全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会」 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度新任次長・事業系職員研修 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 青少年教育指導者養成事業カリキュラム作成プロジェクトチーム 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度読書活動推進【委託事業】① 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度読書活動推進【委託事業】② 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度読書活動推進【委託事業】③ 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　全国体験活動指導者認定委員会 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度次長会議 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 指導者養成係 令和２年度　体験活動推進員 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度法人ボランティア 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度子供の貧困対策事業　生活・自立支援キャンプ 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度研修支援事業利用者アンケート 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度事故・事件・伝染病・天災・休止等の報告 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係
令和２年度「利用者の受入れを行わない日及び日帰り利用者のみ
を受け入れる日」の設定について

107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度月別利用実績（利用統計） 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係
令和２年度稼働率向上（利用者増加）のための数値目標の設定に
ついて

107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係
令和２年度「地域の教育的課題に対応するプログラム」（特色化準
備）推進事業

107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度研修支援・連携業務 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度研修支援業務に係る規程等 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度　ボランティア養成事業 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度事業等関係　所長ヒアリング 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度　全国高校生体験活動顕彰制度 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～11年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 令和２年度　利用団体管理システム　保守契約 107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～14年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係
令和２年度文部科学省委託事業青少年の体験活動の推進「体験活
動推進プロジェクト」

107 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2020年度 企画課 研修支援・連携係 新型コロナウイルス感染症関連 21 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～10年）

企画課長 移管

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　出勤簿 60 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　諸謝金 29 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度宅配便　荷物受取書・整理簿 89 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度予算執行伺券購入依頼書 89 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　旅費 28 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　旅費（絵本） 28 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度休暇簿 60 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度会議費 89 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度飲物食事利用券・物品購入券/整理簿 89 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度時間外勤務管理簿・時間外勤務書 60 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度行政文書（依頼・通知・照会等） 23 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 自己点検・評価関係 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　教育事業等方針 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　絵本専門士委員会 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　絵本専門士委員会審査部会 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　第8期絵本専門士養成講座 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　認定絵本士養成講座 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度認定絵本士養成講座（開設校申請・変更） 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　認定絵本士養成講座（令和3年度申請）（2021年度） 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 絵本専門士課程認定部会 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度免許状更新講習（本部開催 ） 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度教員免許状更新講習（各施設とりまとめ） 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度体験活動安全管理研修 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度NEAL事業 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度「第11回全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会」 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度新任次長・事業系職員研修 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 青少年教育指導者養成事業カリキュラム作成プロジェクトチーム 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄



2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度読書活動推進【委託事業】① 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度読書活動推進【委託事業】② 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度親子で体験＝絵本の世界【委託事業】 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係
子どもゆめ基金20周年記念事業「社会の要請に応える体験活動等
事業」実施要綱

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係
子どもゆめ基金20周年記念事業「社会の要請に応える体験活動等
事業」

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　全国体験活動指導者認定委員会 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～7年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度次長会議 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　年度計画 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係 令和3年度　教育事業一覧　取りまとめ 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係
令和3年度「小学生・中学生を対象とした地域の実情を踏まえた体験
活動事業」①

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係
令和3年度「小学生・中学生を対象とした地域の実情を踏まえた体験
活動事業」②

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 指導者養成係
令和3年度　課題を抱える青少年を支援する体験活動事業「生活・
自立支援キャンプ」

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度法人ボランティア 111 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度研修支援事業利用者アンケート 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度事故・事件・伝染病・天災・休止等の報告 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係
令和3年度「利用者の受入れを行わない日及び日帰り利用者のみを
受け入れる日」の設定について

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度月別利用実績（利用統計） 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係
令和3年度稼働率向上（利用者増加）のための数値目標及び行動計
画

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度研修支援・連携業務 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度研修支援業務に係る規程等 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度　ボランティア養成事業 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度　大学生のためのボランティア活動推進事業 111 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度　全国高校生体験活動顕彰制度① 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～11年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度　全国高校生体験活動顕彰制度② 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～11年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 令和3年度　利用団体管理システム　保守契約 107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～14年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係
令和3年度文部科学省委託事業「地域体験活動を通じた青少年自
立支援プロジェクト」①

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係
令和3年度文部科学省委託事業「地域体験活動を通じた青少年自
立支援プロジェクト」②

107 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～5年）

企画課長 廃棄

2021年度 企画課 研修支援・連携係 新型コロナウイルス感染症関連 21 企画課長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（1～3年）
倉庫（4～10年）

企画課長 移管

2017年度 指導主幹 平成29年度指導主幹業務（日本PTA国内研修） 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 指導主幹 平成29年度屋島チャレンジヴィレッジプロジェクト 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 指導主幹 平成29年度学生ボランティアと支援者が集う全国研究交流集会 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 指導主幹 平成29年度都市部の青少年に対する効果的な体験活動の提供に
関するモデルプログラム開発事業

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　出勤簿 59 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　休暇簿 59 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　時間外勤務管理簿、時間外勤務書 59 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　予算執行伺兼購入依頼書① 88 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　予算執行伺兼購入依頼書② 88 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　会議費 28 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　謝金 97 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　旅費（職員） 27 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　旅費（講師） 27 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　旅費（ボランティア） 27 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　旅費（全国青少年書き初め大会） 27 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　荷物受渡書 88 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　物品購入券・飲物食事利用券 88 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　子どもの読書活動推進フォーラム 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　全国青少年相談研究集会① 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　全国青少年相談研究集会② 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　全国青少年書き初め大会① 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　全国青少年書き初め大会② 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　絵本おはなし会 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　第39回少年の主張全国大会 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄



2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務①

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務②

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務③

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務④

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務⑤

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等①

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等②

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等③

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等④

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等⑤

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等⑥

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等⑦

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係 平成29年度　第39回少年の主張全国大会　審査委員会 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者（随行
者）　旅費

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 事業係
平成29年度　第39回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務　委託契約書類

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　「体験の風をおこそう」運動関連① 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成28年度　「体験の風をおこそう」運動関連② 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　「体験の風をおこそう」運動関連③ 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　「体験の風をおこそう」運動関連④ 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係
平成29年度　「体験の風をおこそう」運動（応援団・普及啓発グッズ
の作成・その他）

105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　体験の風をおこそう推進月間 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動① 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動② 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動③ 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　第６回春のキッズフェスタ 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　第８回秋のキッズフェスタ 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2017年度 事業課 体験活動係 平成29年度　第３期福島子ども未来塾 105 事業課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　出勤簿 59 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　休暇簿 59 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　時間外勤務管理簿、時間外勤務書 59 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書① 88 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書② 88 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　会議費 28 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　謝金 97 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　旅費（職員） 27 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　旅費（講師） 27 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　旅費（ボランティア） 27 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　荷物受渡書 27 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　物品購入券・飲物食事利用券 88 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　子どもの読書活動推進フォーラム 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　全国青少年相談研究集会 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　全国青少年書き初め大会 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　絵本おはなし会 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　第40回少年の主張全国大会 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務①

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務②

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務③

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務④

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務⑤

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等①

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等②

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等③

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄



2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等④

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等⑤

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等⑥

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務完了報告等⑦

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　第40回少年の主張全国大会　審査委員会 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者（随行
者）　旅費

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係
平成30年度　第40回少年の主張全国大会　都道府県代表者推薦業
務　委託契約書類

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「体験の風をおこそう」運動関連① 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「体験の風をおこそう」運動関連② 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「体験の風をおこそう」運動関連③ 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「体験の風をおこそう」運動関連④ 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係
平成30年度　「体験の風をおこそう」運動（応援団・普及啓発グッズ
の作成・その他）

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　体験の風をおこそう推進月間 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動（平成30年度分）① 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動（平成30年度分）② 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動（平成30年度分）③ 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動（平成30年度分）④ 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動（平成31年度分）① 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　「早寝早起き朝ごはん」国民運動（平成31年度分）② 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　第７回春のキッズフェスタ 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　第９回秋のキッズフェスタ 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　第４期福島子ども未来塾① 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　第４期福島子ども未来塾② 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　全国中学生・高校生防災会議 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係 平成30年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策事業 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係
平成30年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策事業精算
業務

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 体験活動係
平成30年度　体験活動を通じた道徳教育プログラムの開発プロジェ
クト

105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　日本PTA国内研修事業 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2018年度 事業課 事業係 平成30年度　屋島チャレンジヴィレッジプロジェクト 105 事業課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　出勤簿 59 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　休暇簿 59 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　時間外勤務管理簿・時間外勤務書 59 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　予算執行伺兼購入依頼書① 88 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　予算執行伺兼購入依頼書② 88 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　会議費 28 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　謝金 97 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　旅費（職員） 27 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　旅費（講師) 27 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　旅費（ボランティア） 27 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　物品購入券・飲物食事利用券 88 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　荷物受渡書 88 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第10回全国青少年書き初め大会 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　えほんおはなし会 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　子どもの読書活動推進フォーラム 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会① 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会② 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務① 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務② 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務③ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務④ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務⑤ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
①

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄



2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
②

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
③

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
④

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑤

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑥

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑦

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会審査委員会 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会都道府県代表者（随行者）旅費 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係
第41回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務委託契約書
類

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第41回少年の主張全国大会運営支援業務 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 第36回全国青少年相談研究集会 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係
令和元年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業
精算業務

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　屋島チャレンジヴィレッジプロジェクト 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 第5期福島こども未来塾 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 第8回春のキッズフェスタ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 第10回秋のキッズフェスタ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　体験の風をおこそう推進月間 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　体験の風をおこそう推進月間関係① 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　体験の風をおこそう推進月間関係② 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　体験の風をおこそう推進月間関係③ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　子ども体験遊びリンピック事業報告書 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連① 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連② 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連③ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連④ 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係
令和元年度　「体験の風をおこそう」運動  （応援団・普及啓発グッズ
の作成・その他）

105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 令和元年度　全国中学生・高校生防災会議 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 事業係 令和元年度　日本PTA国内研修事業 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2019年度 事業課 体験活動係 第5期福島こども未来塾精算業務 105 事業課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　出勤簿 60 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　休暇簿 60 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　時間外勤務管理簿・時間外勤務書 60 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　予算執行伺兼購入依頼書 89 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　会議費 29 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　謝金 98 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　旅費（職員） 28 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　旅費（講師) 28 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　旅費（ボランティア） 28 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　物品購入券・飲物食事利用券 89 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　荷物受渡書 89 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第11回全国青少年書き初め大会 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　えほんおはなし会 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　子どもの読書活動推進フォーラム 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務① 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務② 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務③ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務④ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務⑤ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
①

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
②

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄



2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
③

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
④

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑤

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑥

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑦

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑧

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務完了報告等
⑨

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会審査委員会 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
第42回少年の主張全国大会都道府県代表者推薦業務委託契約書
類

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会運営支援業務 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会直接エントリー関係① 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会直接エントリー関係② 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会直接エントリー関係③ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第42回少年の主張全国大会直接エントリー関係④ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 第37回全国青少年相談研究集会 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　屋島チャレンジヴィレッジプロジェクト 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係 令和２年度　日本PTA国内研修事業 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
令和２年度　体験活動を通じた道徳プログラムの活用プロジェクト
（P4C）

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 事業係
令和２年度　子供の文化体験活動普及啓発事業「アート“夢”プロ
ジェクト」

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 第６期福島こども未来塾 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 第６期福島こども未来塾精算業務 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 第９回春のキッズフェスタ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 第11回秋のキッズフェスタ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和元年度　体験の風をおこそう推進月間 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　子ども体験遊びリンピック事業報告書 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連① 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連② 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連③ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連④ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連⑤ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」委託事業関連⑥ 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係
令和２年度　「体験の風をおこそう」運動  （応援団・普及啓発グッズ
の作成・その他）

107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2020年度 事業課 体験活動係 令和２年度　全国中学生・高校生防災会議 107 事業課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 出勤簿 60 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 休暇簿・特別休暇簿 60 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 時間外勤務管理簿・時間外勤務書 60 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 予算執行伺兼購入依頼書 89 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 会議費 89 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 謝金 29 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 旅費（職員） 28 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 旅費（講師) 28 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 旅費（ボランティア） 28 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 物品購入券・飲物食事利用券 89 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 荷物受渡書 89 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第11回全国青少年書き初め大会 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 えほんおはなし会 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 子どもの読書活動推進フォーラム 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会② 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務①

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務②

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄



2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務③

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務④

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務⑤

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等①

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等②

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等③

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等④

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等⑤

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等⑥

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等⑦

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等⑧

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等⑨

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務
完了報告等⑩

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会
審査委員会

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係
第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者（随行者）旅費

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会
都道府県代表者推薦業務委託契約書類

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第43回少年の主張全国大会　　運営支援業務 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 第38回全国青少年相談研究集会 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業　精算業務 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 屋島チャレンジヴィレッジプロジェクト 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 第7期福島こども未来塾 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 第9回春のキッズフェスタ 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 第12回秋のキッズフェスタ 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 体験の風をおこそう推進月間 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 子ども体験遊びリンピック事業報告書 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連①

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連②

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連③

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連④

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連⑤

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連⑥

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「早寝早起き朝ごはん」
　委託事業関連⑦

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 「体験の風をおこそう」運動
 （応援団・普及啓発グッズの作成・その他）

107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 全国中学生・高校生防災会議 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 日本PTA国内研修事業 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 体験活動を通じた道徳プログラムの活用プロジェクト（P4C） 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 体験活動係 第7期福島こども未来塾精算業務 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 全国一斉書き初め大会 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2021年度 事業課 事業係 YouTubeチャンネル「体験ちゃん」 107 事業課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 事業課長 廃棄

2007年度 管理・普及課 普及係 平成１９年度　規程の制定･改廃関係 11 管理・普及課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2008年度 管理・普及課 普及係 平成２０年度　規程の制定･改廃関係 11 管理・普及課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2012年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 平成24年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2013年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 平成25年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2014年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成26年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2015年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成27年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2016年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成28年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　予算執行伺兼購入依頼書(原本) 88 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　会議費等支出伺 88 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　旅費・謝金(受託事業1) 94 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　旅費・謝金(受託事業2) 94 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　旅費・謝金(企画事業・その他)1/2 94 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄



2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　旅費・謝金(企画事業・その他)2/2 94 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　債主登録書 97 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　飲物購入利用券・物品購入券 88 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　荷物受渡書 88 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　休暇簿 59 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　出勤簿 59 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　勤務表兼時間外勤務書 59 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成29年度　かがやく先輩からのメッセージ（送付申込書・教

科書掲載許諾関係）
26 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　子どもゆめ基金グッズの作成等 26 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成29年度　国際・企画課事業　ポスター・チラシ・募集要

項・報告書
26 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　ミクロネシア諸島自然体験交流　事業本体契約　他 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　ミクロネシア諸島自然体験交流(派遣) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　ミクロネシア諸島自然体験交流(受入) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成29年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣)　参加申込
書1(参加決定者・補欠者)

105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成29年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣)　参加申込
書2(その他)

105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　ミクロネシア諸島自然体験交流(派遣)　アンケート 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　青少年国際交流推進事業　企画提案書 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独交流事業　派遣者選定委員会 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独交流事業　参加者募集 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成29年度　日独青少年指導者セミナー・日独勤労青年交流・日独
学生青年交流　アンケート

105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　受託事業　前渡金(日独3事業・日韓高校生) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独青少年指導者セミナー(A1/A2受入) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独青少年指導者セミナー(A1派遣) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独青少年指導者セミナー(A2派遣) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独青少年指導者セミナー事業計画書 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独青少年指導者セミナー(ユースホステル) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独勤労青年交流(受入) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独勤労青年交流(派遣) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独勤労青年交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独学生青年リーダー交流(受入) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独学生青年リーダー交流(派遣) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日独学生青年リーダー交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日韓高校生交流(受入) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日韓高校生交流(派遣) 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日韓高校生交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日韓高校生交流　アンケート 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　青少年教育施設を活用した国際交流事業 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業　招聘者申請書 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業　各施設精算 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日中韓子ども童話交流 1/2 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　日中韓子ども童話交流 2/2 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成29年度　韓国青少年活動振興院との交流協定(職員相互交流・
相互セミナー・大学生討論会）

105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度 世界の仲間とゆく年くる年 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　世界の仲間とゆく年くる年 グループリーダー関係 105 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
「日中韓子ども童話交流」参加経験者追跡調査 107 国際・企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2017年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成29年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 地下駐車場倉庫 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書(原本) 88 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　会議費等支出伺 88 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　旅費・謝金(受託事業1) 94 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　旅費・謝金(受託事業2) 94 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄



2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　旅費・謝金(企画事業・その他) 94 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　債主登録書 97 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　飲物購入利用券・物品購入券 88 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　荷物受渡書 88 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　休暇簿 59 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　出勤簿 59 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　勤務表兼時間外勤務書・休日の振替簿 59 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　かがやく先輩からのメッセージ 26 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　国際・企画課事業ポスター・チラシ・募集要項・報告書 26 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業本体契約　他 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(受入) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成30年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣)　参加申込
書1(参加決定者・補欠者)

105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成30年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣)　参加申込
書2(その他)

105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業アンケート 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　青少年国際交流推進事業　企画提案書 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独交流事業　派遣者選定委員会 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独交流事業　参加者募集 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成30年度　日独青少年指導者セミナー・日独勤労青年交流・日独
学生青年交流　アンケート

105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　受託事業　前渡金①(日独3事業) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　受託事業　前渡金②(日韓高校生) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独青少年指導者セミナー(A1/A2受入) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独青少年指導者セミナー(A1派遣) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独青少年指導者セミナー(A2派遣) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独青少年指導者セミナー事業計画書 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独勤労青年交流(受入) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独勤労青年交流(派遣) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独勤労青年交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独学生青年リーダー交流(受入) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独学生青年リーダー交流(派遣) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日独学生青年リーダー交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日韓高校生交流(受入) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日韓高校生交流(派遣) 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日韓高校生交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日韓高校生交流　アンケート 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 各施設精算 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日中韓子ども童話交流 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日中韓子ども童話交流 2 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　日中韓子ども童話交流 3 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成30年度　韓国青少年活動振興院との交流協定　(職員相互交
流・大学生討論会）

105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度 世界の仲間とゆく年くる年 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　世界の仲間とゆく年くる年 グループリーダー関係 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　雑件 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2018年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成30年度　バーレーンとの交流関係 105 国際・企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　子どもゆめ基金出えん金等 103 国際・企画課長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　予算執行伺兼購入依頼書(原本) 88 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　会議費等支出伺 88 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　旅費・謝金(受託事業1) 94 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　旅費・謝金(受託事業2) 94 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　旅費・謝金(企画事業・その他) 94 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　債主登録書 97 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄



2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　飲物購入利用券・物品購入券 88 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　荷物受渡書 88 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　休暇簿 59 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　出勤簿 59 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　勤務表兼時間外勤務書・休日の振替簿 59 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　雑件 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業本体契約　他 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(受入) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣)　参加

申込書1(参加決定者・補欠者)
105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣)　参加

申込書2(その他)
105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業アンケート 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　青少年国際交流推進事業　企画提案書 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独交流事業　派遣者選考委員会 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独交流事業　参加者募集 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成31年度　日独青少年指導者セミナー・日独勤労青年交流・

日独学生青年リーダー交流　アンケート
105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　受託事業　前渡金①(日独3事業) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　受託事業　前渡金②(日韓高校生) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独青少年指導者セミナー(A1/A2受入) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独青少年指導者セミナー(A1派遣) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独青少年指導者セミナー(A2派遣) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独青少年指導者セミナー事業計画書 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独勤労青年交流(受入) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独勤労青年交流(派遣) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独勤労青年交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独学生青年リーダー交流(受入) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独学生青年リーダー交流(派遣) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日独学生青年リーダー交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日韓高校生交流(受入) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日韓高校生交流(派遣) 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日韓高校生交流　事業計画書 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日韓高校生交流　アンケート 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 施設精算 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日中韓子ども童話交流 １ 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日中韓子ども童話交流 2 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度　日中韓子ども童話交流 3 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成31年度　韓国青少年活動振興院との交流協定　(職員相互

交流・大学生討論会）
105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
平成31年度 世界の仲間とゆく年くる年 105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2019年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

平成31年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業　総合評価委

員会
105 国際・企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　子どもゆめ基金出えん金等 104 国際・企画課長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　予算執行伺兼購入依頼書(原本) 89 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　旅費・謝金(受託事業1) 95 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　旅費・謝金(企画事業・その他) 95 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　債主登録書 98 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　荷物受渡書 89 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　休暇簿 60 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　出勤簿 60 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　勤務表兼時間外勤務書・休日の振替簿 60 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　雑件 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業本体契約　他 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(派遣) 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄



2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業(受入) 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　青少年国際交流推進事業　企画提案書 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独交流事業　派遣者選考委員会 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独交流事業　参加者募集 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

令和2年度　日独青少年指導者セミナー・日独勤労青年交流・

日独学生青年リーダー交流　アンケート
107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独青少年指導者セミナー(A1/A2受入) 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独青少年指導者セミナー(A1派遣) 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独青少年指導者セミナー事業計画書 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独勤労青年交流　事業計画書 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日独学生青年リーダー交流　事業計画書 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日韓高校生交流　事業計画書 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 施設精算 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日中韓子ども童話交流 １ 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　日中韓子ども童話交流 2 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度 世界の仲間とゆく年くる年 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

令和2年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業　総合評価委

員会
107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
子どもゆめ基金20周年記念事業 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

【子どもゆめ基金20周年記念事業】

体験活動や読書活動の推進基盤整備事業
107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係
令和2年度　英語力向上プログラム 107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2020年度 国際・企画課
国際事業係・国際企

画係

令和2年度　国立青少年教育施設の国際化推進事業～イング

リッシュキャンプ～
107 国際・企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　休暇簿 59 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　出勤簿 59 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年度　子どもゆめ基金出えん金等 104 国際・企画課長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　予算執行伺兼購入依頼書(原本) 88 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年度　会議費等支出伺 88 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　旅費・謝金(受託事業1) 94 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　旅費・謝金(企画事業・その他) 94 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　債主登録書 94 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　飲物購入利用券・物品購入券 88 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　荷物受渡書 88 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　勤務表兼時間外勤務書・休日の振替簿 60 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年度　雑件 60 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業本体契約　他 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度　アセアン加盟国中学生招聘交流事業 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年度　日中韓子ども童話交流 １ 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年度　韓国青少年活動振興院との交流協定　(職員相互交流・大学
生討論会）

107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 子どもゆめ基金20周年記念事業 107 国際・企画課長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年 「日独勤労青年交流」 委託契約関連 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年 「日韓高校生交流」 委託契約関連 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度 日独交流事業　共通 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度「日独青少年指導者セミナー」委託契約関連 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度「日独学生青年リーダー交流」委託契約関連 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度 日独学生青年リーダー交流(オンライン) 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度 日独青少年指導者セミナー(オンライン) 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度 日韓高校生交流(オンライン) 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係

令和3年度 日独勤労青年交流(オンライン) 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2021年度 国際・企画課 国際事業係・国際企画
係 令和3年度 国際交流事業アンケート 107 国際・企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 国際・企画課事務室 国際・企画課長 廃棄

2006年度 機構本部 助成第一 平成１8年度子どもゆめ基金助成金規程の制定・廃止 11 助成課助成第一係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2007年度 機構本部 助成第一 平成１9年度子どもゆめ基金助成金規程の制定・廃止 11 助成課助成第一係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2009年度 機構本部 助成第一 平成２１年度子どもゆめ基金助成金規程の制定・廃止 11 助成課助成第一係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2010年度 助成課 助成第一係 平成22年度子どもゆめ基金助成金規程の制定・改正・廃止関係 11 助成課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2011年度 助成課 助成第一係 平成23年度子どもゆめ基金助成金規程の制定・改正・廃止関係 11 助成課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄



2012年度 助成課 助成第一係
平成24年度助成活動（二次募集）の採択（理事長諮問、委員会答
申）

18 助成課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2012年度 助成課 助成第一係
平成25年度助成活動（一次募集）の採択（理事長諮問、委員会答
申）

18 助成課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2012年度 助成課 助成第一係
平成24年度子どもゆめ基金審査・専門委員会（会議資料、議事要
旨）

18 助成課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2012年度 助成課 助成第一係 平成24年度子どもゆめ基金助成金規程の制定・改正・廃止関係 11 助成課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2012年度 助成課 助成第一係 新子どもゆめ基金システム　整備関係 16 助成課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2013年度 助成課 助成第一係 助成活動の採択（理事長諮問・委員会答申） 18 本部助成課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2013年度 助成課 助成第一係
平成26年度助成活動の採択（理事長諮問・委員会答申）その他関
係資料

18 本部助成課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2014年度 助成課 助成第一係
平成２７年度子どもゆめ基金助成金一次募集助成活動の採択（理
事長諮問・委員会答申）その他関係資料

18 本部助成課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2014年度 助成課 助成第一係 平成２６年度　子どもゆめ基金　助成金システム改修 16 本部助成課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2015年度 助成課 助成第二係
平成2８年度子どもゆめ基金助成金一次募集助成活動の採択(理事
長諮問・委員会答申)その他関係書類

18 本部助成課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2016年度 助成課 助成第二係
平成29年度子どもゆめ基金助成金一次募集助成活動の採択(理事
長諮問・委員会答申)その他関係書類

18 本部助成課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2016年度 助成課 助成第一係
子どもゆめ基金助成金　規程の改正・廃止（平成25年度～平成28年
度）

11 本部助成課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成30年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手
続き関係）

106 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金助成活動情報サイトの構築 16 本部助成課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第三係
平成29年度子どもゆめ基金助成金　教材開発・普及活動　普及・利
用状況報告書
平成25・26・27年申請（３年分）

108 本部助成課長 2017年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度取下に関する原議書等　1～2 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度返納関係書類 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度取下げによる返納 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係
平成28年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書（平成29年度発送
分）　286～401

108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書　1～230 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係
平成29年度子どもゆめ基金
助成課支払申請書 　1～7

108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度 時間外勤務関係 59 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度郵券使用簿 96 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度　予算執行伺・着払い使用伺・小口現金支給伺（写） 88 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度　宅配便・物品購入券原課控え 88 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 実績報告書提出のお願い（事務連絡） 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成28年度　督促及び決定取消ファイル（平成29年度発送分） 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度　督促及び決定取消ファイル 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金助成金の確定取消 (不正受給) 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第二係 平成29年度銀行振込依頼書　1～2 96 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第二係
平成29年度 団体名変更届出書 起案用(団体名・代表者名変更)　1
～2

108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第二係 平成29年度 団体名変更届出書 (住所・連絡担当者変更) 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システムの運用保守業務 29 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第三係 平成29年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　旅費謝金等 28 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第三係 平成29年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　開催関係 60 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第三係 平成29年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　配布資料 60 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第三係 平成29年度都道府県・政令指定都市「体験活動等担当者会議」 106 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第三係
平成29年度子どもゆめ基金助成金
教材開発・普及活動　企画書・申請書

108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度 計画変更・廃止 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成29年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手
続関係）

106 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成29年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（契
約関係）

106 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成28年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
績報告書　1～21

106 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度　旅行命令（依頼）簿 27 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度子どもゆめ基金ホームページ関係書類 26 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度 ホームページ更新履歴 29 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度　チラシ・ポスター広報物(広報関係) 26 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度　子どもゆめ基金ガイド2017 26 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成29年度子どもゆめ基金
概算払い申請書　１～３

108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係 平成29年度子どもゆめ基金助成活動に関する調査 24 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成29年度子どもゆめ基金
助成活動に関する調査（調査報告書綴り）

24 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第四係
平成30年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（平成29年度実
施）

26 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2017年度 助成課 助成第一係 平成29年度子どもゆめ基金助成金申請書 108 本部助成課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子-共有サーバ
基金部事務室（子ど
もゆめ基金システム
内）

助成課長 廃棄



2017年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金助成金　規程の改正・廃止（平成29年度） 11 本部助成課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係
平成29年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書（平成30年度発送
分）

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係
平成30年度子どもゆめ基金
助成課支払申請書 　1～6

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度郵券使用簿 96 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度　予算執行伺・着払い使用伺・小口現金支給伺（写） 88 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度　宅配便・物品購入券原課控え 88 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 実績報告書提出のお願い（事務連絡） 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度子どもゆめ基金助成金申請書 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子-共有サーバ
基金部事務室（子ど
もゆめ基金システム
内）

助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度取下に関する原議書等 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度返納関係書類 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度取下げによる返納 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度 時間外勤務関係 59 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度　督促及び決定取消ファイル 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金助成金の確定取消 (不正受給) 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係
平成29年度　子どもゆめ基金助成活動実績報告書の未提出につい
て（平成30年度発送分）

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係
平成30年度　子どもゆめ基金助成活動実績報告書の未提出につい
て

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第三係 平成30年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　旅費謝金等 28 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第三係 平成30年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　開催関係 60 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第三係 平成30年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　配布資料 60 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第三係
平成30年度子どもゆめ基金助成金
教材開発・普及活動　企画書・申請書

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係 平成30年度銀行振込依頼書　1～2 96 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システムの改修（元号対応）業務 16 本部助成課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係
平成30年度 団体名変更届出書 起案用(団体名・代表者名変更)　1
～2

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係 平成30年度 団体名変更届出書 (住所・連絡担当者変更) 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係
平成30年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手
続関係）

106 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係
平成30年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（契
約関係）

106 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係
平成29年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
績報告書　1～17

106 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係 平成30年度　旅行命令（依頼）簿 27 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係 平成30年度 計画変更・廃止 108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第一係 平成30年度子どもゆめ基金ホームページ関係書類・更新履歴 26 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係 平成30年度　チラシ・ポスター広報物(広報関係) 26 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係 平成30年度　子どもゆめ基金ガイド2018 26 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係
平成30年度子どもゆめ基金
概算払い申請書　１～２

108 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係 平成30年度子どもゆめ基金助成活動に関する調査 24 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係
平成30年度子どもゆめ基金
助成活動に関する調査（調査報告書綴り）

24 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第四係
平成31年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（平成30年度実
施）

26 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係
平成30年度子どもゆめ基金助成金助成活動の採択(理事長諮問・
委員会答申)その他関係書類

18 本部助成課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係
平成31年度子どもゆめ基金助成金助成活動の採択(理事長諮問・
委員会答申)その他関係書類

18 本部助成課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2018年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システムの運用保守業務 29 本部助成課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 基金部事務室 助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第三係 令和元年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　開催関係 60 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第三係 令和元年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　旅費謝金等 28 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第三係 令和元年度子どもゆめ基金審査・専門委員委嘱関係 60 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第三係
平成31年度子どもゆめ基金助成金　教材開発・普及活動　普及・利
用状況報告書　平成27・28・29年申請（３年分）

108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度郵券使用簿 96 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度　予算執行伺・着払い使用伺・小口現金支給伺（写） 88 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度　宅配便・物品購入券原課控え 88 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度取下に関する原議書等 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度返納関係書類 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度取下げによる返納 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度 時間外勤務関係 59 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係
平成30年度子どもゆめ基金
助成課支払申請書

108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄



2019年度 助成課 助成第一係
平成30年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書（平成31年度発送
分）

108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成30年度子どもゆめ基金助成金申請書 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子-共有サーバ 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第二係
令和元年度子どもゆめ基金助成金二次募集助成活動の採択（理事
長諮問・委員会答申）その他関係書類

18 本部助成課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システムの運用保守業務 29 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度　督促及び決定取消ファイル 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第二係
令和2年度子どもゆめ基金助成金一次募集助成活動の採択（理事
長諮問・委員会答申）その他関係資料

18 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金助成金の確定取消 (不正受給) 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係 平成31年度　旅行命令（依頼）簿 27 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係 平成31年度 計画変更・廃止1～3 108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係
平成31年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手
続関係）

106 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係
平成31年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（契
約関係）

106 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係
平成30年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
績報告書　1～24

106 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係 平成31年度　チラシ・ポスター広報物(広報関係) 26 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係 平成31年度　子どもゆめ基金ガイド2019 26 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係
平成31年度子どもゆめ基金
概算払い申請書　１～3

108 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係 平成31年度子どもゆめ基金助成活動に関する調査 24 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係
平成31年度子どもゆめ基金
助成活動に関する調査（調査報告書綴り）

24 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第四係
平成32年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（平成31年度実
施）

26 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度子どもゆめ基金ホームページ関係書類・更新履歴 26 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度原議書ファイル 22 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2019年度 助成課 助成第一係 平成31年度出勤簿 59 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金ホームページ構築及びソフトウェア保守 16 本部助成課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第二係 令和2年度子どもゆめ基金助成金二次募集助成活動の採択（理事
長諮問・委員会答申）

18 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第二係 令和3年度子どもゆめ基金助成金一次募集助成活動の採択（理事
長諮問・委員会答申）

18 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 新型コロナウイルス感染防止策に伴う子どもゆめ基金助成金の対
応について

21 本部助成課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 国立公文書館へ移管

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度原議書ファイル 23 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度子どもゆめ基金
助成活動に関する調査（調査報告書綴り）

25 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度年度子どもゆめ基金助成活動に関する調査 25 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 ソーシャルメディアサービスについて 27 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度子どもゆめ基金ホームページ関係書類・更新履歴 27 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 子どもゆめ基金説明動画の作成 27 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度　子どもゆめ基金ガイド2020 27 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度　チラシ・ポスター広報物(広報関係) 27 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和３年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（令和２年度実施） 27 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度　旅行命令（依頼）簿 28 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第三係 令和2年度子どもゆめ基金審査・専門委員会旅費謝金等 29 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第二係 令和２年度助成金システム機能改修 30 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システム安定稼働に向けたコンサルティング 30 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システムの運用保守業務 30 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度出勤簿 60 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度 時間外勤務関係 60 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第三係 令和２年度子どもゆめ基金審査・専門委員会配布資料 61 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第三係 令和２年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　開催関係 61 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度　宅配便・物品購入券原課控え 89 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度　予算執行伺・着払い使用伺・小口現金支給伺（写） 89 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度郵券使用簿 97 本部助成課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係
令和2年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（契約
関係）

108 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手
続関係）

108 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（契約
関係）

108 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係
令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
績報告書

108 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係
令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手続
関係）

108 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄



2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和元年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書（令和２年度発送
分）

110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和元年度子どもゆめ基金助成金申請書 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子-共有サーバ 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和元年度子どもゆめ基金助成課支払申請書 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和2年度子どもゆめ基金助成活動の調査について 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係
令和2年度子どもゆめ基金助成活動における調査のご協力につい
て

110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度　督促及び決定取消ファイル 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度取下に関する原議書等 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度取下げによる返納 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和２年度返納関係書類 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第一係 令和元年度実績報告書督促及び決定取消ファイル 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第三係
令和２年度子どもゆめ基金助成金　教材開発・普及活動　普及利用
状況報告書
平成２８・２９・３０年申請（３年分）

110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度 計画変更・廃止 110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2020年度 助成課 助成第四係 令和２年度子どもゆめ基金
概算払い申請書

110 本部助成課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和３年度子どもゆめ基金概算払申請書 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 新型コロナウイルス感染防止策に伴う子どもゆめ基金助成金の対
応について

21 本部助成課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 国立公文書館へ移管

2021年度 助成課 助成第四係 令和４年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（令和３年度実施） 27 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和３年度子どもゆめ基金助成活動に関する調査 25 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和３年度子どもゆめ基金助成活動に関する調査（報告書つづり） 25 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和3年度旅行命令（依頼）簿 28 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和2年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実績報
告書

108 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和3年度チラシ・ポスター広報物（広報関係） 27 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和３年度宅配便・物品購入券原課控え 89 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和３年度予算執行伺・着払い使用伺・小口現金支給伺 89 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和３年度　督促及び決定取消ファイル 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和３年度子どもゆめ基金ホームページ関係書類・更新履歴 27 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 団体宛事務連絡 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和２年度　宅配便・物品購入券原課控え 89 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和２年度　予算執行伺・着払い使用伺・小口現金支給伺（写） 89 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和２年度郵券使用簿 97 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和２年度子どもゆめ基金助成活動実績報告書 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和元年度子どもゆめ基金助成金申請書 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子-共有サーバ
基金部事務室（子ど
もゆめ基金システム
内）

本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 平成31年度子どもゆめ基金助成課支払申請書 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第二係 子どもゆめ基金助成金システム
運用及びサーバ更新に伴うデータ移行・保守業務

30 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第三係 令和３年度子どもゆめ基金助成金　教材開発・普及活動　普及・利
用状況報告書　平成２９・３０・３１年申請（３年分）

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第三係 令和３年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　開催関係 61 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第三係 令和３年度子どもゆめ基金審査・専門委員会　旅費謝金等 29 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第三係 令和３年度子どもゆめ基金審査・専門委員委嘱関係 61 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第二係
令和３年度子どもゆめ基金助成金二次募集助成活動の採択（理事
長諮問・委員会答申）その他関係書類

18 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
ひばり倶楽部／鹿児島ボランティアバンク

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 令和３年度子どもゆめ基金助成活動における調査のご協力につい
て　②

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第三係 子どもゆめ基金再確定実績 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第二係
令和４年度子どもゆめ基金助成金一次募集助成活動の採択（理事
長諮問・委員会答申）その他関係書類

18 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第二係 令和３年度団体名等変更届出書（住所・連絡担当者変更） 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第二係 銀行振込依頼書 97 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係

子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
・ヘルスサイエンス地域国際センター
・口腔健康科学ネット
・３世代まちなか健康カフェサロン

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係
子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
・さが昔話の会

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係
子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
・森のなかまたち

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係
子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
・下の谷こども会
・カプラー

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金助成活動に関わる資料の提出について 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係
子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
・ＮＡＲＵＴＯ総合型スポーツクラブ

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係
子どもゆめ基金交付決定・確定取消について
・WindsFormuraAssociation

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄



2021年度 助成課 助成第一係 令和４年度子どもゆめ基金助成金交付の手引き作成関係 110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和３年度
子どもゆめ基金ガイド２０２１

27 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係
令和３年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　実
績報告書

108 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第一係 子どもゆめ基金交付金返還計画について
一般社団法人アイ・オー・イー

110 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係 令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（契約
関係）

108 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2021年度 助成課 助成第四係
令和４年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業（手続
き関係）

108 本部助成課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 基金部事務室 本部助成課長 廃棄

2012年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要創刊号 6
研究センター企画
室長

2013年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2013年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要第２号 6
研究センター企画
室長

2014年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2014年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要第３号 6
研究センター企画
室長

2015年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2015年度 機構本部 研究センター 調査研究における不正防止に関する規定等 11
研究センター企画
室長

2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2016年度 機構本部 研究センター 調査研究における不正防止に関する規定等 11
研究センター企画
室長

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2016年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第４号 6
研究センター企画
室長

2017年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2016年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第５号 6
研究センター企画
室長

2017年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年度　勤務表兼時間外勤務書 59
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年　出勤簿 59
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年　休暇簿 59
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年度　荷物受渡書、各種購入券関係 78
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年度　旅費 27
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター
平成29年度　国立青少年教育振興機構
若手職員による実践報告・研究発表会

107
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年度　予算執行伺兼購入依頼書 78
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター
「長期自然体験活動を経験した青少年のその後の姿」の公表につい
て

107
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 大学生のボランティア活動に関する調査研究 107
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 平成29年度　照会・依頼関係 22
研究センター企画
室長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 調査研究における規定の制定・改正等 11
研究センター企画
室長

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 調査研究における不正防止に関する規定等 11
研究センター企画
室長

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第６号 6
研究センター企画
室長

2018年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年度　勤務表兼時間外勤務書 59
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年　出勤簿 59
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年　休暇簿 59
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年度　荷物受渡書、各種購入券関係 78
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年度　旅費 27
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第7号座談会 107
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター
平成30年度　国立青少年教育振興機構
若手職員による実践報告・研究発表会

107
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年度　予算執行伺兼購入依頼書 78
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 平成30年度　照会・依頼関係 22
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 青少年教育関係施設基礎調査（平成28年度調査） 107
研究センター企画
室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 調査研究における規定の制定・改正等 11
研究センター企画
室長

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 調査研究における不正防止に関する規定等 11
研究センター企画
室長

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2018年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第7号 6
研究センター企画
室長

2019年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元度　勤務表兼時間外勤務書 59
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元年　出勤簿 59
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元年　休暇簿 59
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元年度　荷物受渡書、各種購入券関係 78
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元年度　旅費 27
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第8号 6
研究センター企画
室長

2020年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第8号座談会 107
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター
令和元年度　国立青少年教育振興機構
若手職員による実践報告・研究発表会

107
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元年度　予算執行伺兼購入依頼書 78
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和元年度　照会・依頼関係 22
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 調査研究における規定の制定・改正等 11
研究センター企画
室長

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 調査研究における不正防止に関する規定等 11
研究センター企画
室長

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 青少年教育関係施設基礎調査（平成28年度調査） 107
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄



2019年度 機構本部 研究センター 日米中韓青少年意識調査 107
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 大学生のボランティア活動等とこれを推進する大学等の取組に関す
る調査研究

107
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 研究センターMTG／報告会 107
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 兼業申請 67
研究センター企画
室長

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 調査結果データの引用申請 22
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 外部からの講演・執筆依頼 67
研究センター企画
室長

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 令和２年度　事業計画案（2020・3・10財務課提出） 22
研究センター企画
室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2019年度 機構本部 研究センター 研究倫理委員会 18
研究センター企画
室長

2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2度　勤務表兼時間外勤務書 59
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2度　出勤簿 59
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2度　休暇簿 59
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2度　荷物受渡書、各種購入券関係 78
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2度　旅費 27
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2度　交通カード受払簿 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要　第9号 6
研究センター企画
室長

2021年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　若手職員による実践報告・研究発表会 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　予算執行伺兼購入依頼書 78
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　照会・依頼関係 22
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 日米中韓青少年意識調査 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 青少年教育関係施設基礎調査 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 研究センターMTG／報告会① 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 兼業申請 67
研究センター企画
室長

2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　調査結果データの引用申請 22
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　外部からの講演・執筆依頼 67
研究センター企画
室長

2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和3年度　事業計画案 22
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　研究倫理委員会 18
研究センター企画
室長

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　新型コロナウイルス感染症流行下における公立青少年
教育施設の運営に関する現状調査

107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　コロナ状況下の青少年教育を考えるオンラインフォーラ
ム

107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 子供の頃の読書活動の効果に関する調査研究 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 青少年の体験活動等に関する追跡調査（2019年度調査） 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 青少年の体験活動等に関する意識調査（2019年度調査） 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 青少年教育施設におけるけが・病気等の発生状況に関する調査研
究

107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 子供の感受性の差を踏まえた自然体験活動の効果に関する調査研
究

107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2020年度 機構本部 研究センター 令和2年度　個票データ報告書 107
研究センター企画
室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年　出勤簿 60 研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和4年　休暇簿 60
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　勤務表兼時間外勤務書 60
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 兼業申請 67
研究センター企画
室長

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　予算執行伺兼購入依頼書 79
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　旅費 27
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　荷物受渡書、各種購入券関係 79
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　郵便切手受払簿 79
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　交通カード受払使用簿 79
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　外部からの講演・執筆依頼 23
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　調査結果データの引用申請 23
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和3年度　個票データ申請書・報告書 23
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　照会・依頼関係 23
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和3年度　研究倫理委員会 18
研究センター企画
室長

2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和3年度　調査研究アドバイザー 61
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 日米中韓青少年意識調査 109
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 青少年の体験活動等に関する追跡調査（2020年度調査） 109
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター
国立青少年教育施設での勤務経験による資質能力の向上に関する
調査研究

109
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄



2021年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要第10号 6
研究センター企画
室長

2022年4月1日 無期限 未定 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 青少年教育研究センター紀要第10号座談会 6
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　若手職員による実践報告・研究セミナー 109
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和3年度社会教育調査 109
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2021年度 機構本部 研究センター 令和３年度　センターＭＴＧ/報告会 109
研究センター企画
室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究センター事務室
研究センター企画
室長

廃棄

2017年度 国民運動等推進室
法人文書管理
（平成29年度）

10
国民運動等推進室
室長補佐

2018年4月1日 常用 未定 紙
国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2017年度 国民運動等推進室 旅費・謝金関係
（平成29年度）

27、28 国民運動等推進室
室長補佐

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2017年度 国民運動等推進室 出勤簿
（平成29年度）

59 国民運動等推進室
室長補佐

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2017年度 国民運動等推進室
勤務時間・休暇関係
（平成29年度）

59
国民運動等推進室
室長補佐

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2017年度 国民運動等推進室 予算執行・購入関係
（平成29年度）

59 国民運動等推進室
室長補佐

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2018年度 国民運動等推進室
法人文書管理
（平成30年度）

10
国民運動等推進室
室長補佐

2019年4月1日 常用 未定 紙
国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2018年度 国民運動等推進室
旅費・謝金関係
（平成30年度）

27、28
国民運動等推進室
室長補佐

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2018年度 国民運動等推進室 出勤簿
（平成30年度）

59 国民運動等推進室
室長補佐

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2018年度 国民運動等推進室 勤務時間・休暇関係
（平成30年度）

59 国民運動等推進室
室長補佐

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2018年度 国民運動等推進室
予算執行・購入関係
（平成30年度）

59
国民運動等推進室
室長補佐

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2019年度 国民運動等推進室 法人文書管理
（平成31年度）

10 国民運動等推進室
室長補佐

2020年4月1日 常用 未定 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2019年度 国民運動等推進室 旅費・謝金関係
（平成31年度）

27、28 国民運動等推進室
室長補佐

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2019年度 国民運動等推進室 出勤簿
（平成31年度）

59 国民運動等推進室
室長補佐

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2019年度 国民運動等推進室
勤務時間・休暇関係
（平成31年度）

59
国民運動等推進室
室長補佐

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2019年度 国民運動等推進室 予算執行・購入関係
（平成31年度）

59 国民運動等推進室
室長補佐

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 国民運動等推進室
事務室・倉庫

国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2020年度 国民運動等推進室 法人文書管理
（令和２年度）

10 国民運動等推進室
室長補佐

2021年4月1日 常用 未定 紙 教育事業部事務室・倉庫国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2020年度 国民運動等推進室 旅費・謝金関係
（令和２年度）

28、29 国民運動等推進室
室長補佐

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育事業部事務室・倉庫国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2020年度 国民運動等推進室 出勤簿
（令和２年度）

60 国民運動等推進室
室長補佐

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育事業部事務室・倉庫国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2020年度 国民運動等推進室 勤務時間・休暇関係
（令和２年度）

60 国民運動等推進室
室長補佐

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育事業部事務室・倉庫国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2020年度 国民運動等推進室 予算執行・購入関係
（令和２年度）

60 国民運動等推進室
室長補佐

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育事業部事務室・倉庫国民運動等推進室
室長補佐

廃棄

2018年度 民間企業等連携促進室 平成30年度　旅行命令簿 27
民間企業等連携促
進室長

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2019年度 民間企業等連携促進室 令和元年度　旅行命令簿 27
民間企業等連携促
進室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2019年度 民間企業等連携促進室 令和元年度　予算執行伺兼購入依頼書 88
民間企業等連携促
進室長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 令和2年度　旅行命令簿 28
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 令和2年度　予算執行伺兼購入依頼書 89
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 令和2年度　定例連絡会 108
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 令和2年度　各課照会・通知・申込関連 23
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 令和2年度　民間企業等との連携事業の実施について 107
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 民間企業等との連携実績一覧の公表について（2019年度版） 19
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2020年度 民間企業等連携促進室 民間企業等との連携についてのガイドラインの制定について 11
民間企業等連携促
進室長

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2021年度
民間企業等連携促
進室

令和3年度　旅行命令簿 28
民間企業等連携促
進室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
民間企業等連携促
進室長

廃棄

2021年度 民間企業等連携促
進室

令和3年度　予算執行伺兼購入依頼書 89
民間企業等連携促
進室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2021年度 民間企業等連携促
進室

令和3年度　定例連絡会 108
民間企業等連携促
進室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2021年度
民間企業等連携促
進室

令和3年度　各課照会・通知・申込関連 23
民間企業等連携促
進室長

2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
民間企業等連携促
進室長

廃棄

2021年度 民間企業等連携促
進室

民間企業等との連携実績一覧の公表について（令和2年度版） 19
民間企業等連携促
進室長

2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 民間企業等連携促
進室長

廃棄

2015年度 監査室 監査係 規程関係 11 監査室長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度予算執行兼購入依頼書 88 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度会計監査人関係 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度内部監査① 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度内部監査② 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度会計検査院関係【４局】 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度会計検査院関係【５局】 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度監事監査 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度旅費謝金・会議費 27,28 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2017年度 監査室 監査係 平成29年度監査に関する監事との打合せ 24 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度予算執行兼購入依頼書 88 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度会計監査人関係 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄



2018年度 監査室 監査係 平成30年度内部監査① 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度内部監査② 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度会計検査院からの通知・照会 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成29年度契約監視委員会 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 契約監視委員会委員委嘱 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度監事監査 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度旅費謝金・会議費 27,28 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2018年度 監査室 監査係 平成30年度監査に関する監事との打合せ 24 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度予算執行兼購入依頼書 88 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度会計監査人関係 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度内部監査① 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度内部監査② 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度会計検査院からの通知・照会 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 2019年度契約監視委員会 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度監事監査 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度旅費謝金・会議費 27,28 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度監査に関する監事との打合せ 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度独立行政法人、特殊法人等監事連絡会総会、部会連絡
協議会、第2部会、ＷＧ

24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2019年度 監査室 監査係 令和元年度会計検査院関係【４局】 24 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度予算執行兼購入依頼書 88 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度会計監査人関係 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度内部監査① 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度会計検査院からの通知・照会 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 2020年度契約監視委員会 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度監事監査 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度旅費謝金・会議費 27,28 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度監査に関する監事との打合せ 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度独立行政法人、特殊法人等監事連絡会総会、部会連絡
協議会、第2部会、ＷＧ

24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2020年度 監査室 監査係 令和２年度会計検査院関係【４局】 24 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度予算執行兼購入依頼書 88 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 会計監査人関係 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度内部監査① 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度内部監査② 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度会計検査院からの通知・照会 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 ２０２１年度契約監視委員会 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度監事監査 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度旅費謝金・会議費 27,28 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度監査に関する監事との打合せ 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係
令和３年度独立行政法人、特殊法人等監事連絡会総会、部会連絡
協議会、第2部会、ＷＧ

24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

2021年度 監査室 監査係 令和３年度会計検査院関係【４局】 24 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室事務室 監査室長 廃棄

1993年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成４年度） 44 大雪次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1993年度 大雪 専門職員 平成５年度感想文集「群青」 904 大雪次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1993年度 大雪 庶務 本所（平成４年度） 904 大雪次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1994年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成５年度） 44 大雪次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1994年度 大雪 専門職員 群青「Ｂｉｇな出会いを求めて」（宿泊研修感想文） 904 大雪次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1994年度 大雪 専門職員 平成６年度事業「Ｂｉｇな出会いを求めて」 904 大雪次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1994年度 大雪 庶務 本所（平成５年度） 904 大雪次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1995年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成６年度） 44 大雪次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1995年度 大雪 専門職員 平成７年度事業の概要「Ｂｉｇな出会いを求めて」 904 大雪次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1995年度 大雪 庶務 本所（平成６年度） 904 大雪次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1996年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成７年度） 44 大雪次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1996年度 大雪 専門職員 学社融合をめざして（小学校編） 904 大雪次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄



1996年度 大雪 庶務 本所（平成７年度） 904 大雪次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 庶務 任用（平成８年度） 44 大雪次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 専門職員 学社融合をめざして（活動プログラム事例集） 904 大雪次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 専門職員 学社融合をめざして（高等学校編） 904 大雪次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 専門職員 学社融合をめざして（中学校編） 904 大雪次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫３ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成８年度） 904 大雪次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 庶務 本所（平成８年度） 904 大雪次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1997年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成８年度） 42 大雪次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1998年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成９年度） 44 大雪次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1998年度 大雪 庶務 任用（平成９年度） 44 大雪次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1998年度 大雪 庶務 本所（平成９年度） 904 大雪次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1998年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成９年度） 42 大雪次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1999年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１０年度） 44 大雪次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1999年度 大雪 庶務 任用（平成１０年度） 44 大雪次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1999年度 大雪 庶務 本所（平成１０年度） 904 大雪次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

1999年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成１０年度） 42 大雪次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2000年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１１年度） 44 大雪次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2000年度 大雪 庶務 任用（平成１１年度） 44 大雪次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2000年度 大雪 庶務 本所（平成１１年度） 904 大雪次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2000年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成１１年度） 42 大雪次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 職員死亡関係（平成１２年度） 44 大雪次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１２年度） 44 大雪次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 任用（平成１２年度） 44 大雪次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 本所（平成１２年度） 904 大雪次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 級別定数改訂（平成３年度～平成１２年度） 41 大雪次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 級別定数管理簿（平成３年度～平成１２年度） 41 大雪次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 定員削減関係（昭和４８年度～平成１２年度） 41 大雪次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2001年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成１２年度） 42 大雪次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 青年の家会計規定等関係 11 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 独立行政法人関係　国立青年の家諸規程 11 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 業務 例規（平成１３年度） 14 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１３年度） 44 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 庶務 任用（平成１３年度） 44 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 庶務 就業規則・労働保検関係届出関係 45 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 出資財産関係　独立行政法人出資財産関係 73 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 資料　固定資産システムデータ関係 76 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 資料　固定資産システムマニュアル 76 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 資料　固定資産データ関係 76 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 資料　承認　固定資産の休止及び除去決定承認申請書 76 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 通知　国有財産 76 大雪次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成１３年度） 42 大雪次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2002年度 大雪 会計 登記簿関係綴 70 大雪次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 防火管理（平成１３～１４年度） 15 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１４年度） 44 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 庶務 任用（平成１４年度） 44 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 固定資産台帳　１ 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 固定資産台帳　２ 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 固定資産台帳　３ 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 固定資産台帳　４ 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 資料　固定資産システムデータ関係　２ 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 資料　普通河川の排出許可 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 会計 報告　国有財産関係（報告） 76 大雪次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄



2003年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成１４年度） 42 大雪次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2003年度 大雪 庶務 人事記録 42 大雪次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2004年度 大雪 庶務 諸規則制定（昭和４８年～平成１５年度） 11 大雪次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2004年度 大雪 会計 防火管理（平成１５年度） 15 大雪次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2004年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１５年度） 44 大雪次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2004年度 大雪 庶務 任用（平成１５年度） 44 大雪次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2004年度 大雪 庶務 式典関係（平成６年度～平成１５年度） 4 大雪次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2004年度 大雪 庶務 職員個人ファイル（平成１５年度） 42 大雪次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2005年度 大雪 会計 防火管理（平成１６年度） 15 大雪次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2005年度 大雪 庶務 人事異動上申書（平成１６年度） 44 大雪次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2005年度 大雪 庶務 任用（平成１６年度）　※ダブり 44 大雪次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2005年度 大雪 庶務 任用（平成１６年度） 44 大雪次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2005年度 大雪 庶務 就業規則・労働保検関係届出関係（平成１６年度） 45 大雪次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 総務 国立青少年教育振興機構規程集・国立大雪青少年交流の家規程
集

11 大雪次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 総務 任用関係（平成１８年度） 44 大雪次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 総務 就業規則・労働保健関係（平成１８年度） 45 大雪次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 庶務 任用（平成１７年度） 44 大雪次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 庶務 就業規則・労働保検関係届出関係（平成１７年度） 45 大雪次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 総務 公印 5 大雪次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 総務 機構図 41 大雪次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 総務 人事記録簿 42 大雪次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2006年度 大雪 庶務 機構図（平成６年度～平成１７年度） 41 大雪次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2007年度 大雪 総務 国立青少年教育振興機構規程集・国立大雪青少年交流の家規程
集

11 大雪次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2007年度 大雪 総務 任用関係（平成１９年度） 44 大雪次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2007年度 大雪 総務 就業規則・労働保険関係（平成１９年度） 45 大雪次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2007年度 大雪 総務 機構図 41 大雪次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2007年度 大雪 総務 人事記録簿 42 大雪次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2008年度 大雪 総務 国立青少年教育振興機構規程集・国立大雪青少年交流の家規程
集

11 大雪次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2008年度 大雪 総務 任用関係（平成２０年度） 44 大雪次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2008年度 大雪 総務 機構図 41 大雪次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2008年度 大雪 総務 人事記録簿 42 大雪次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2008年度 大雪 管理（施設） 防火管理維持台帳 71 大雪次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2009年度 大雪 総務 国立青少年教育振興機構規程集・国立大雪青少年交流の家規程
集

11 大雪次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2009年度 大雪 総務 任用関係（平成21年度） 44 大雪次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2009年度 大雪 管理（施設） 平成21年度　取得・除却固定資産等の報告 76 大雪次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2009年度 大雪 総務 機構図 41 大雪次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2009年度 大雪 総務 人事記録簿 42 大雪次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫１ 大雪次長 廃棄

2009年度 大雪 管理（施設） 防火管理維持台帳 71 大雪次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫２ 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 総務係 平成22年度　任用 44 大雪次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 総務係 平成22年度　人事異動 44 大雪次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 管理係 平成22年度　取得・除却固定資産等の報告 76 大雪次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2010年度 大雪 管理係 防火管理維持台帳 71 大雪次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 総務係 平成23年度　法人規程・通知関係 11 大雪次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 総務係 平成23年度　任用 44 大雪次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 総務係 平成23年度　人事異動 44 大雪次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 総務係 平成23年度　人事記録の追加・訂正 44 大雪次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 管理係 平成23年度　取得・除却固定資産等の報告 76 大雪次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2011年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2011年度 大雪 管理係 防火管理維持台帳 71 大雪次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　自己点検評価 18 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　施設業務運営委員会 18 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　栄典 48 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 管理係 実地棚卸検査書及び固定資産検査書 80 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 事業推進係 平成24年度　施設使用料の減免に係る申請等 81 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 管理係 平成24年度　不動産貸付許可申請書 82 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 管理係 平成24年度　取得・除却固定資産等の報告 85 大雪次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　法人規程・通知関係 14 大雪次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 出向協定書・覚書 44 大雪次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　任用 44 大雪次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 平成24年度　人事記録の追加・訂正 44 大雪次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2012年度 大雪 管理係 防火管理維持台帳 71 大雪次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 平成25年度　業務改善 18 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　自己点検評価 18 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　施設業務運営委員会 18 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　栄典 48 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 平成25年度　不動産貸付 80 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 設備維持管理（プール） 80 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 設備維持管理（厨房設備） 80 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 平成25年度　環境整備 80 大雪次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　法人規程・通知関係 14 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 平成25年度　防火管理 15 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 平成25年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 出向協定書・覚書 44 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　任用 44 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　人事記録の追加・訂正 44 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 土地賃貸借 76 大雪次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 平成25年度　50周年記念事業検討ワーキンググループ 4 大雪次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2013年度 大雪 管理係 防火管理維持台帳 71 大雪次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　自己点検評価 18 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 管理係 平成２６年度　業務改善 18 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2014年度 大雪 総務係 平成26年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　栄典 48 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 管理係 平成２６年度　不動産貸付 80 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 管理係 平成２６年度　環境整備 80 大雪次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　法人規程・通知関係 14 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 管理係 平成２６年度　防火管理 15 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 管理係 平成２６年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 出向協定書・覚書 44 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　任用 44 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　人事記録の追加・訂正 44 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 平成26年度　50周年記念事業検討ワーキンググループ 4 大雪次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2014年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　子どもゆめ基金募金箱　現金受払簿 86 大雪次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 管理係 平成27年度　収入・収納報告 86 大雪次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　自己点検評価 18 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　栄典 48 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 管理係 平成27年度　業務改善 18 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 管理係 平成27年度　不動産貸付 80 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 管理係 平成27年度　環境配慮 80 大雪次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 44 大雪次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 管理係 平成27年度　防火管理 15 大雪次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 管理係 平成27年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　開所50周年記念事業準備① 4 大雪次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　開所50周年記念事業準備② 4 大雪次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　開所50周年記念事業準備③ 4 大雪次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 平成27年度　開所50周年記念事業企画委員会 4 大雪次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2015年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　諸手当関係 52 大雪次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　基準給与簿 52 大雪次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　給与関係 52 大雪次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　給与月例処理 52 大雪次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　年末調整 52 大雪次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　子どもゆめ基金募金箱　現金受払簿 86 大雪次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 管理係 平成28年度　収入・収納報告 86 大雪次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　自己点検評価 18 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2016年度 大雪 総務係 平成28年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　栄典 48 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 管理係 平成28年度　業務改善 18 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 管理係 平成28年度　不動産貸付 80 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 管理係 平成28年度　環境配慮 80 大雪次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 平成28年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 44 大雪次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 管理係 平成28年度　防火管理 15 大雪次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 管理係 平成28年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2016年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　文書処理簿 21 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　総務一般① 22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　総務一般② 22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　講師依頼 22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　各種調査 22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　教育実習・インターンシップ 31 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　人事異動関係 54 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 身上調書 57 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成28年　休暇簿 59 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　勤務割振・休日振替簿・宿直命令 59 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成28年　出勤簿 59 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　共済・財形関係 62 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　雇用保険・社会保険 65 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　職員健康診断票 66 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　郵便切手受払簿 92 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　後納郵便 96 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　事件・事故 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　美瑛町関係 106 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　会議 901 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　連絡調整会議 901 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　機構会議・次長会議 901 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 学生サポーター 901 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　機構本部通知・調査 22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　機構本部以外通知・調査 22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行計画書・旅行報告書・旅行命令（依頼）簿① 27 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行計画書・旅行報告書・旅行命令（依頼）簿② 27 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行計画書・旅行報告書・旅行命令（依頼）簿③ 27 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　各種システム・端末・チームウェア管理 29 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　損害保険（制度） 30 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　損害保険（事故対応） 30 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　監査 87 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　予算 88 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　施設整備（本部要求） 88 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　助成金 88 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　寄附金 88 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　勘定科目等修正依頼書 89 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2017年度 大雪 管理係 平成29年度　職員宿舎 91 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　職員宿舎（工事実施分） 91 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　ＰＣＢ関係綴 92 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　現金出納簿及び領収書 93 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅費・謝金　１ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅費・謝金　２ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅費・謝金　３ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行命令（依頼）簿　１ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行命令（依頼）簿　２ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行命令（依頼）簿　３ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行命令（依頼）簿　４ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　旅行命令（依頼）簿　５ 94 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　ボイラー日報　１ 96 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　ボイラー日報　２ 96 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　清掃業務日誌 96 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　プール監視業務日誌 96 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　警備業務日誌 96 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　施設整備（工事実施分） 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　食堂委託業務契約　１ 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　食堂委託業務契約　２ 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　自動販売機 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　文部科学省受託事業 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約（入札）　１ 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約（入札）　２ 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　特定建築物維持管理報告書 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　合併処理浄化槽設備保守管理業務報告書 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　自家用電気工作物保安管理業務報告書 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　構内電話交換設備保守管理業務報告書 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　昇降機保守管理業務報告書 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　自動引落 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　燃料 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　４月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　５月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　６月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　７月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　８月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　９月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　１０月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　１１月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　１２月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　１月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　２月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　契約決議　３月送付分 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　年間契約　１ 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　年間契約　２ 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　年間契約　（随意契約） 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　環境配慮 97 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　所外会議・講習会 901 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進係 平成29年度　共催・後援名義申請書 25 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　各種広報誌原稿 26 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「登山指導者研修会」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「ワイルドライフキャンプ2017」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「海の子山を知る」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「子どもたちのワンダーランド」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「Tisetsu Futsal Festival2018」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「たびうさぎファミリー」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「自然体験活動指導者養成事業」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度文部科学省委託事業「教員免許状更新講習」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「ゆーすぴあ・ボランティア塾」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「青少年教育スキルアップセミナー」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 教科と活動プログラムの整理　教育事業プログラム普及　No.1 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 教科と活動プログラムの整理　教育事業プログラム普及　No.2 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室
平成29年度　北海道教育委員会
北海道教育委員会社会教育主事会
上川教育局　上川管内社会教育主事会

106 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室
文部科学省・北海道　他関係機関　通知・調査
国立青少年教育振興機構　通知・調査

22 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　1/3 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　2/3 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　3/3 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「ゆー
すフェスタ２０１７」【アンケート用紙原本】

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「ゆー
すフェスタ２０１７」

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「アス
リートキッズ」

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室
平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「白金
カップXC記録会」

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「大雪
冬のレクスポーツ祭典」

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「スプ
ラッシュキッズ」

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「子供
クロスカントリースキー教室」

105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「子ど
もゆめ基金説明会」

902 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　北海道民カレッジ 108 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　法人ボランティア 109 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　体験の風推進員 106 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　美瑛町連携 106 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　研修支援 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　利用促進広報 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　共催事業等 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　社会教育実習 31 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　施設整備 99 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　希望調書 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度　地域ESD活動推進拠点 106 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「ダンボールでつくっちゃおう！」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進室 平成29年度教育事業「みんなでバスケ」 105 大雪次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　共催・後援名義申請書 25 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　研修承諾書　１／３ 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　研修承諾書　２／３ 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　研修承諾書　３／３ 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　電話受理等受付用紙・利用申込書（日帰り団体・事前
打合せ団体）　１／３

105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度　電話受理等受付用紙・利用申込書（日帰り団体・事前
打合せ団体）　２／３

105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度　電話受理等受付用紙・利用申込書（日帰り団体・事前
打合せ団体）　３／３

105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　４月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　５月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　６月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　７月　１／２　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　７月　２／２　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　８月　１／２　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　８月　２／２　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　９月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　１０月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　１１月　１／２　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　１１月　２／２　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成平成30年度　１２月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　１月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　２月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　３月　電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　利用者アンケート 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　諸手当関係 52 大雪次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　基準給与簿 52 大雪次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　給与関係 52 大雪次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　給与月例処理 52 大雪次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　年末調整 52 大雪次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　子どもゆめ基金募金箱　現金受払簿 86 大雪次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　収入・収納報告 86 大雪次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　自己点検評価 18 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　栄典 48 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　業務改善 18 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　不動産貸付 80 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　環境配慮 80 大雪次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 平成29年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 44 大雪次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　防火管理 15 大雪次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 管理係 平成29年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　文書処理簿 21 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　総務一般① 22 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　総務一般② 22 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　講師依頼 22 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　各種調査 22 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　教育実習・インターンシップ 31 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　人事異動関係 54 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 身上調書 57 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年　休暇簿 59 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　勤務割振・休日振替簿・宿直命令 59 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成29年　出勤簿 59 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　共済・財形関係 62 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　雇用保険・社会保険 65 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　職員健康診断票 66 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　郵便切手受払簿 92 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　後納郵便 96 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　事件・事故 105 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　美瑛町関係 106 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　会議 901 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2018年度 大雪 総務係 平成30年度　連絡調整会議 901 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　機構会議・次長会議 901 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 学生サポーター 901 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　機構本部通知・調査 22 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　機構本部以外通知・調査 22 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　各種システム・端末・チームウェア管理 29 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　損害保険（制度） 30 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　損害保険（事故対応） 30 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　監査 87 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　予算 88 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　施設整備（本部要求） 88 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　助成金 88 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　寄附金 88 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　勘定科目等修正依頼書 89 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　職員宿舎 91 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　職員宿舎（工事実施分） 91 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　ＰＣＢ関係綴 92 大雪次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　旅費・謝金　１ 94 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　旅費・謝金　２ 94 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　旅費・謝金　３ 94 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　ボイラー日報　１ 96 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　ボイラー日報　２ 96 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　清掃業務日誌 96 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　プール監視業務日誌 96 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　警備業務日誌 96 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　施設整備（工事実施分） 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　食堂委託業務契約　１ 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　自動販売機 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　文部科学省受託事業 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約（入札）　１ 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約（入札）　２ 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　特定建築物維持管理報告書 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　合併処理浄化槽設備保守管理業務報告書 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　自家用電気工作物保安管理業務報告書 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　構内電話交換設備保守管理業務報告書 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　昇降機保守管理業務報告書 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　自動引落 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　燃料 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　５月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　６月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　７月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　８月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　９月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　１０月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　１１月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　１２月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　１月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　２月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　物件費　３月送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　契約決議　年度末送付分 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　年間契約　１ 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　年間契約　２ 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2018年度 大雪 管理係 平成30年度　年間契約　（随意契約） 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　年間契約　（施設） 97 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　所外会議・講習会 901 大雪次長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　諸手当関係 52 大雪次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　基準給与簿 52 大雪次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　給与関係 52 大雪次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　給与月例処理 52 大雪次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　年末調整 52 大雪次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　子どもゆめ基金募金箱　現金受払簿 86 大雪次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　収入・収納報告 86 大雪次長 2019年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　自己点検評価 18 大雪次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　栄典 48 大雪次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　業務改善 18 大雪次長 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　不動産貸付 80 大雪次長 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 平成30年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 44 大雪次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　防火管理 15 大雪次長 2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 管理係 平成30年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「十勝岳山開き集団登山まずは体験！登山入
門！」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「ステップアップ！山ガール」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「集団登山指導者研修会」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「キッズ日帰り登山」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「集団登山上級指導者研修会（縦走登山）」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「親子で楽しむ山登り」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「体験の風キャンプ（仁木編）」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「体験の風キャンプ（母子家庭支援編①②）」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「リセットキャンプ」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「ＮＥＡＬリーダー養成事業」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「青少年教育スキルアップセミナー」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「地域教育力向上ゼミイキイキびえいキッズゼ
ミ」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「教員免許更新講習」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度教育事業「ボランティア養成塾①②」「小学生ボランティ
ア養成事業」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「ボランティア自主企画事業」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「たびうさぎファミリー」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「遊び環境整備事業」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「子どもたちのワンダーランド（夏編）」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「子どもたちのワンダーランド（冬編）」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度教育事業「日独青年交流事業」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「体験
活動推進員養成事業」 「体験活動推進員フォローアップ研修」 「体
験活動事業エントリー促進事業」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「ゆー
すフェスタ２０１８」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「アス
リートキッズ（水泳）」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「アス
リートキッズ（フットサル）」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「みん
なでバスケ！」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「アス
リートキッズ（クロスカントリースキー）」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「白金
カップクロスカントリースキー記録会」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「大雪
冬のレクスポーツ祭典」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「大地
と星の観察会①②」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係
平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「北海
道子どもキャンプ」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで 「体験の風をおこそう」運動推進事業「自
然体験支援事業」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「大雪
読書キャラバン隊」

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度～研修支援事業「モデル校による試行的取組」 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度～研修支援事業「地域人材によるプログラム開発事業」 107 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成31年度　希望調書 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度本部・文部科学省・北海道他関係機関　通知・調査 22 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　共催・後援名義申請書　各種広報誌原稿 25 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　道教委社会教育主事会　上川教育局上川管内社会教
育主事

106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　法人ボランティア 109 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　利用促進広報 903 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　施設整備 99 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　１/３ 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　２/３ 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　３/３ 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　体験の風推進員 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度～　教科と活動プログラム整理　教育事業プログラム普
及

105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　美瑛町連携 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度～　共催事業等 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　上川中部森林管 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　富良野自然塾・旭山動物園連携事業 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　外勤・出張時における日帰りカウント記入表 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　子どもゆめ基金説明会 902 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2017年度 大雪 事業推進係 平成29年度　スポーツ・フォー・トゥモロー 107 大雪次長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　研修支援 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　北海道民カレッジ 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成30年度　地域ＥＳＤ活動推進拠点 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成29年度　各種広報誌原稿 26 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成29年度　　研修支援 105 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2018年度 大雪 事業推進係 平成29年度　北海道道民カレッジ 106 大雪次長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「山ガール」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「集団登山指導者研修会」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「親子登山」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「体験の風キャンプ（札幌編）」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「体験の風キャンプ（岩見沢編）」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「体験の風キャンプ（児童相談所編）」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　 「地域教育力向上いきいきキッズ」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「災害サバイバルキャンプ（長期自然体験）」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「ＮＥＡＬリーダー養成事業」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「青少年教育スキルアップセミナー」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「教員免許更新講習」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度教育事業　「ボランティア養成塾①大学生」
　 「ボランティア養成塾②高校生」
　 「ボランティア養成塾③小中学生」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「ボランティア自主企画事業」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「たびうさぎファミリー　春夏秋冬」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「遊び環境整備事業」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「子どもたちのワンダーランド（夏編）」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「子どもたちのワンダーランド（冬編）」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「あらうんど大雪ツアー」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度教育事業　「理科マルシェ」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度教育事業「青少年の地域参画促進体験事業（青少年顕
彰制度）」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「体験
活動の推進に係る情報提供（14ヵ所）」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「国民
運動推進普及活動（7ヵ所）」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「体験
活動事業エントリー促進事業」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「ゆーすフェスタ２０１９」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「アス
リートキッズ（フットサル）」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「子どもゆめ基金
説明会」　（H２９～　　　）

902 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「The
Camp（道北・道央・道南 ）」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「大雪
読書キャラバン（道北・道南・オホーツク ）」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「体験
活動推進員養成事業（釧路・北見 ）」「講師派遣」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「体験
活動推進イベント運営支援事業」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「幼保
出前事業」「森のあそび場受入事業」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「三世
代でDIY」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「フレ
ンズ　オブ　ワールド」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「北海
道子どもキャンプ」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「地域
における体験活動の活性化に係る教材等の作成」

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業「ゆー
すフェスタ２０１９」【アンケート用紙】

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度研修支援事業「モデル校による試行的取組」 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度研修支援事業「地域人材によるプログラム開発事業」 107 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度研修承諾書　１／２ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度研修承諾書　２／２ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度電話受理等受付用紙・利用申込書（日帰り団体・事前打
合せ団体）　１／２

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度電話受理等受付用紙・利用申込書（日帰り団体・事前打
合せ団体）　２／２

105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　４月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　５月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　６月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　７月電話受理等受付用紙・利用申込書　　１/２ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　７月電話受理等受付用紙・利用申込書　　２/２ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　８月電話受理等受付用紙・利用申込書　　１/２ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　８月電話受理等受付用紙・利用申込書　　２/２ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　９月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　１０月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　１１月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　１２月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　１月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　２月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　３月電話受理等受付用紙・利用申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成32年度　希望調書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　本部・文部科学省・北海道他関係機関　通知・調査 22 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　法人ボランティア 109 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係
平成31年度道教委社教主事会上川教育局上川管内社会教育主事
会

106 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　上川中部森林管 106 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　利用促進広報 903 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　１/３ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　２/３ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　３/３ 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　体験の風推進員 106 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　利用者アンケート 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　教科と活動プログラム整理教育事業プログラム普及 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　美瑛町連携 106 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2019年度 大雪 事業推進係 平成31年度　共催事業等 106 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 外勤・出張時における日帰りカウント記入表 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 キャンセル受付 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 事前打合せ依頼伺い指導依頼伺い活動時間変更伺い 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 事業推進係 クラフト申込書 105 大雪次長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　車両運行 33 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　自動車等運用承認書 33 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　バス運行予定変更・追加通知票 33 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　給食業務衛生管理点検表 111 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　機構本部通知・調査 22 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　機構本部以外通知・調査 22 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　各種システム・端末・チームウェア管理 29 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　損害保険（制度） 30 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　損害保険（事故対応） 30 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　監査 87 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　予算 88 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　施設整備（本部要求） 88 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　助成金 88 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　寄附金 88 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　勘定科目等修正依頼書 89 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　職員宿舎 91 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　職員宿舎（工事実施分） 91 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　ＰＣＢ関係綴 92 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　旅費・謝金　１ 94 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　旅費・謝金　２ 94 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　旅費・謝金　３ 94 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　ボイラー日報　１ 96 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　ボイラー日報　２ 96 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　清掃業務日誌 96 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　警備業務日誌 96 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　施設整備（工事実施分） 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　食堂委託業務契約　１ 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　自動販売機 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　文部科学省受託事業 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約（入札）　１ 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約（入札）　２ 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　特定建築物維持管理報告書 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　合併処理浄化槽設備保守管理業務報告書 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　自家用電気工作物保安管理業務報告書 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　構内電話交換設備保守管理業務報告書 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　昇降機保守管理業務報告書 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　自動引落 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　燃料 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　５月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　６月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　７月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　８月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　９月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　１０月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　１１月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　１２月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　１月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　２月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　物件費　３月送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　契約決議　年度末送付分 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　年間契約　１ 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　年間契約　２ 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　年間契約　（随意契約） 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　年間契約　（施設） 97 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　所外会議・講習会 901 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　収入・収納報告 86 大雪次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　業務改善 18 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　不動産貸付 80 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　防火管理 15 大雪次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 管理係 平成31年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　文書発送簿・電報発信 32 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　公印使用簿 32 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　各種証明 34 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　兼業・併任 67 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　所外（研修・講習） 68 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　所内（研修・講習） 68 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　レストラン運営委員会 111 大雪次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　文書処理簿 21 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　総務一般① 22 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　総務一般② 22 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　講師依頼 22 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　各種調査 22 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　教育実習・インターンシップ 31 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　人事異動関係 54 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 身上調書 57 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年　休暇簿 59 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　勤務割振・休日振替簿・宿直命令 59 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年　出勤簿 59 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　共済・財形関係 62 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　雇用保険・社会保険 65 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　職員健康診断票 66 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　郵便切手受払簿 92 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　後納郵便 96 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　事件・事故 105 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　美瑛町関係 106 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　会議 901 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　連絡調整会議 901 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　機構会議・次長会議 901 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 学生サポーター 901 大雪次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　諸手当関係 52 大雪次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　基準給与簿 52 大雪次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　給与関係 52 大雪次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　給与月例処理 52 大雪次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　年末調整 52 大雪次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　子どもゆめ基金募金箱　現金受払簿 86 大雪次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　自己点検評価 18 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2019年度 大雪 総務係 平成31年度　任用（非常勤職員） 47 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　栄典 48 大雪次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 平成31年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 44 大雪次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 45 大雪次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 104 大雪次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 機構図 41 大雪次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2019年度 大雪 総務係 人事記録簿 42 大雪次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「女性のための登山入門」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「集団登山指導者研修会」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「体験の風キャンプ（札幌）」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「わくわくキッズ①」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「わくわくキッズ②」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「災害サバイバルキャンプ」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「たびうさぎファミリー　春編①②」「たびうさぎ
ファミリー　夏編①②」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「たびうさぎファミリー　秋編①②」「たびうさぎ
ファミリー　冬編①②」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係
令和２年度教育事業　「子どもたちのワンダーランド（週末ウェルカム
事業）」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「全国高校生体験活動顕彰制度」2/1 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「全国高校生体験活動顕彰制度」2/2 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「青少年教育スキルアップセミナー」（NEAL
リーダー、キャンプインストラクター研修会）

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「ボランティア養成塾　高校生・大学生」「ボラ
ンティア養成塾　小中学生」「ボランティア養成塾　危機管理」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「ボランティア自主企画事業」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度教育事業　「教員免許更新講習」 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　「体
験活動事業エントリー促進事業」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「ゆーすフェスタ２０２０」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　「ア
スリートキッズ（フットサル）」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　「冬
のレクスポーツの祭典　　寒い冬　体をうごかそう♪」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係
令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　「体
験活動推進員養成事業（ネイパル森）」「体験活動推進員養成事業
（ネイパル深川）」「講師派遣」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　「体
験活動推進イベント運営支援事業」

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度研修承諾書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度電話受理等受付用紙・利用申込書
（日帰り団体・事前打合せ団体）　１／２

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度電話受理等受付用紙・利用申込書
（日帰り団体・事前打合せ団体）　２／２

107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　７月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　８月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　９月　電話受理等受付用紙・利用申込書 1/2 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　９月　電話受理等受付用紙・利用申込書 2/2 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　１０月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　１１月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　１２月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　１月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　２月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　３月　電話受理等受付用紙・利用申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和３年度　希望調書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　国立青少年教育振興機構本部・文部科学省・北海道
他関係機関　　通知・調査

23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　法人ボランティア 111 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係
令和２年度　北海道教育委員会　北海道教育委員会社会教育主事
会　上川教育局　上川管内社会教育主事会　（北部・中部・南部ブ
ロック含む）

108 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　利用促進広報 903 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　１/３ 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　２/３ 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　３/３ 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　体験の風推進員 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　利用者アンケート 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　教科と活動プログラム整理　教育事業プログラム普及 109 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　美瑛町連携 108 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 外勤・出張時における日帰りカウント記入表 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 キャンセル受付 1/2 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 キャンセル受付 2/2 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 事前打合せ依頼伺い　指導依頼伺い　活動時間変更伺い 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 クラフト申込書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　新型コロナウイルス関連 21 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 移管

2020年度 大雪 事業推進係 令和２年度　研修支援 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度　共催・後援名義申請書 26 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度　「地域の教育的課題に対応するプログラム」推進事業 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　発注伺 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度　備品等借用申請書 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度　子どもゆめ基金説明会 902 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度　各種広報誌原稿 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 事業推進係 令和2年度　地域ESD活動推進拠点 107 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　文書発送簿・電報発信 33 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　公印使用簿 33 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　各種証明 35 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　兼業・併任 68 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　所外（研修・講習） 69 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　所内（研修・講習） 69 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　レストラン運営委員会 113 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　文書処理簿 22 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　総務一般① 23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　総務一般② 23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　講師依頼 23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　各種調査 23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　教育実習・インターンシップ 32 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　人事異動関係 55 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 身上調書 58 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年　休暇簿 60 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　勤務割振・休日振替簿・宿直命令 60 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年　出勤簿 60 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　共済・財形関係 63 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　雇用保険・社会保険 66 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　職員健康診断票 67 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　郵便切手受払簿 93 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　後納郵便 97 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　事件・事故 105 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　美瑛町関係 108 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　会議 901 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　連絡調整会議 901 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　機構会議・次長会議 901 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 学生サポーター 901 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　諸手当関係 53 大雪次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　基準給与簿 53 大雪次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　給与関係 53 大雪次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　給与月例処理 53 大雪次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　年末調整 53 大雪次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2020年度 大雪 総務係 令和2年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　自己点検評価 18 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　任用（非常勤職員） 48 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　栄典 49 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 令和2年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 平成31年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 45 大雪次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 労働基準監督署諸届 46 大雪次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 法人文書管理 10 大雪次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 105 大雪次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 機構図 42 大雪次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 総務係 人事記録簿 43 大雪次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　車両運行 34 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　自動車等運用承認書① 34 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　自動車等運用承認書② 34 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　バス運行予定変更・追加通知票 34 大雪次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　機構本部通知・調査 23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　機構本部以外通知・調査 23 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　各種システム・端末・チームウェア管理 30 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　損害保険 31 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　監査 88 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　予算 89 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　施設整備（本部要求） 89 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　助成金 89 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　寄附金 89 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　勘定科目等修正依頼書 90 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　職員宿舎 92 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　職員宿舎（工事実施分） 92 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　ＰＣＢ関係綴 93 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　旅費・謝金　１ 95 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　旅費・謝金　２ 95 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　旅費・謝金　３ 95 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　ボイラー日報　１ 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　ボイラー日報　２ 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　清掃業務日誌 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　警備業務日誌 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　施設整備（工事実施分） 100 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　食堂委託業務契約 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　自動販売機 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約（入札）　１ 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約（入札）　２ 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　特定建築物維持管理報告書 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　合併処理浄化槽設備保守管理業務報告書 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　自家用電気工作物保安管理業務報告書 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　構内電話交換設備保守管理業務報告書 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　昇降機保守管理業務報告書 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　燃料 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　５月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　６月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　７月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　８月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　９月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　１０月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　１１月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　１２月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　１月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　２月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　物件費　３月送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　契約決議　年度末送付分 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　年間契約　１ 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　年間契約　２ 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　年間契約　（随意契約） 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　年間契約　（施設） 98 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　所外会議・講習会 901 大雪次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　収入・収納報告 87 大雪次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　業務改善 18 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　不動産貸付 83 大雪次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　防火管理 15 大雪次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2020年度 大雪 管理係 令和2年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 4月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 5月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 6月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 7月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 8月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 10月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 11月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 12月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 1月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 2月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 3月利用申込書　（宿泊） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 利用申込書　（日帰り） 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 キャンセル受付1/2 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 クラフト申込書 107 大雪次長 2022年　4月　1日 1年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 事前打ち合わせ依頼伺い
直接指導依頼伺い

107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 無線機貸出簿・交信記録 107 大雪次長 2022年　4月　1日 1年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 備品等借用申請書 115 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 研修承諾書 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 利用者アンケート 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 希望調書 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 傷病記録 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 各種証明書発行 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 クロスカントリースキーコース 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 広報 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 研修支援全般 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 国立青少年教育振興機構本部　通知・調査
文部科学省・北海道　他関係機関　通知・調査

23 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 その他関係機関（美瑛町・上川中部森林管理署） 108 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 子どもゆめ基金説明会 902 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 外勤・出張時における日帰りカウント記入表 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 北海道民カレッジ 108 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 各種広報誌原稿 903 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 新型コロナウイルス関連 21 大雪次長 2022年　4月　1日 10年 2032年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 移管

2021年度 大雪 事業推進係 北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　出前事業等 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2021年度 大雪 事業推進係 北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　決定・通知・照会 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　その他 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会　活動報告書 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 バス運行 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 登山計画書 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 キャンセル受付2/2 107 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 事業推進係 共催・後援名義申請書 26 大雪次長 2022年　4月　1日 5年 2027年　3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 事業で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾に関するもの 106 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 教育事業全般 107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「サバイバルキャンプ～水とともに生きる」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
「たびうさぎファミリー」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
実践研究事業「十勝岳に恋しちゃう♡大雪」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「特色あるプログラム開発事業」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「全国高校生体験活動顕彰制度」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
「体験の風キャンプ（札幌）」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「フレンドシップキャンプ」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
「自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成事業（兼キャンプインス
トラクター養成事業）

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「ボランティアセミナー」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
「ボランティア自主企画事業」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「教員免許状更新講習」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
「北海道青少年教育施設職員研修及び北海道青少年教育施設協
議会」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度教育事業
「安全管理研修（登山研修）」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「冬のレク＆スポーツ体験」

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職
令和３年度教育事業
「全国高校生体験活動顕彰制度」　　　　　地方ステージ in 北海道・
全国ステージ

107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 研修プログラム 107 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職

北海道教育委員会
北海道教育委員会社会教育主事会
上川教育局
上川管内社会教育主事会（北部・中部・南部ブロック含む）

108 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 地域ESD活動推進拠点 108 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 法人ボランティア 111 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 企画指導専門職 社会教育実習に関するもの 112 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　車両運行 34 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　自動車等運用承認書① 34 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　自動車等運用承認書② 34 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　バス運行予定変更・追加通知票 34 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　機構本部通知・調査 23 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　機構本部以外通知・調査 23 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　各種システム・端末・チームウェア管理 30 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　損害保険 31 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　監査 88 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　予算 89 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　施設整備（本部要求） 89 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　助成金 89 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　寄附金 89 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　勘定科目等修正依頼書 90 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　職員宿舎 92 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　職員宿舎（工事実施分） 92 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　ＰＣＢ関係綴 93 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　旅費・謝金　１ 95 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　旅費・謝金　２ 95 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　旅費・謝金　３ 95 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　ボイラー日報　１ 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　ボイラー日報　２ 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　清掃業務日誌 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2021年度 大雪 管理係 令和3年度　警備業務日誌 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　施設整備（工事実施分） 100 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　食堂委託業務契約 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　自動販売機 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約（入札）　１ 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約（入札）　２ 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　特定建築物維持管理報告書 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　合併処理浄化槽設備保守管理業務報告書 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　自家用電気工作物保安管理業務報告書 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　構内電話交換設備保守管理業務報告書 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　昇降機保守管理業務報告書 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　燃料 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　５月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　６月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　７月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　８月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　９月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　１０月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　１１月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　１２月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　１月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　２月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　物件費　３月送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　契約決議　年度末送付分 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　年間契約　１ 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　年間契約　２ 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　年間契約　（随意契約） 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　年間契約　（施設） 98 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　所外会議・講習会 901 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　収入・収納報告 87 大雪次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　業務改善 18 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　不動産貸付 83 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　防火管理 15 大雪次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　災害・事故等対応 15 大雪次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　文書発送簿・電報発信 33 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　公印使用簿 33 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　各種証明 35 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　兼業・併任 68 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　所外（研修・講習） 69 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　所内（研修・講習） 69 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　レストラン運営委員会 113 大雪次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　文書処理簿 22 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　総務一般① 23 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　総務一般② 23 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　講師依頼 23 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　各種調査 23 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　教育実習・インターンシップ 32 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　人事異動関係 55 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 身上調書 58 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年　休暇簿 60 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　勤務割振・休日振替簿・宿直命令 60 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年　出勤簿 60 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄



2021年度 大雪 管理係 令和3年度　共済・財形関係 63 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　雇用保険・社会保険 66 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　職員健康診断票 67 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　郵便切手受払簿 93 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　後納郵便 97 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　事件・事故 105 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　美瑛町関係 108 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　会議 901 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　連絡調整会議 901 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　機構会議・次長会議 901 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 学生サポーター 901 大雪次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　諸手当関係 53 大雪次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　基準給与簿 53 大雪次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　給与関係 53 大雪次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　給与月例処理 53 大雪次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　年末調整 53 大雪次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　中期目標・中期計画等 18 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　自己点検評価 18 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　施設業務運営委員会① 18 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　施設業務運営委員会② 18 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　任用（非常勤職員） 48 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　栄典 49 大雪次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 国立大雪青少年交流の家規程集 11 大雪次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　法人規程・所内規程・通知関係 14 大雪次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 令和3年度　任用（常勤）・出向協定・人事記録訂正 45 大雪次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 労働基準監督署諸届 46 大雪次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 法人文書管理 10 大雪次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 大雪青少年交流の家危機管理マニュアル 105 大雪次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 機構図 42 大雪次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

2021年度 大雪 管理係 人事記録簿 43 大雪次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大雪次長 廃棄

1980年度 岩手山 庶務 昭和５５年度人事記録等 42 岩手山次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1981年度 岩手山 庶務 昭和５６年度人事記録等 42 岩手山次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1982年度 岩手山 庶務 昭和５７年度人事記録等 42 岩手山次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1983年度 岩手山 庶務 昭和５８年度人事記録等 42 岩手山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1984年度 岩手山 庶務 昭和５９年度人事記録等 42 岩手山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1985年度 岩手山 庶務 昭和６０年度人事記録等 42 岩手山次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1986年度 岩手山 庶務 昭和６１年度人事記録等 42 岩手山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1987年度 岩手山 庶務 昭和６２年度人事記録等 42 岩手山次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1988年度 岩手山 庶務 昭和６３年度人事記録等 42 岩手山次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1989年度 岩手山 庶務 平成元年度人事記録等 42 岩手山次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1990年度 岩手山 庶務 平成２年度人事記録等 42 岩手山次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1991年度 岩手山 庶務 平成３年度人事記録等 42 岩手山次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1992年度 岩手山 庶務 平成４年度任免関係 44 岩手山次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1992年度 岩手山 庶務 平成４年度人事記録等 42 岩手山次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1993年度 岩手山 庶務 平成５年度任免関係 44 岩手山次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1993年度 岩手山 庶務 平成５年度人事記録等 42 岩手山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1994年度 岩手山 庶務 平成６年度任免関係 44 岩手山次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1994年度 岩手山 庶務 平成６年度人事記録等 42 岩手山次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1995年度 岩手山 庶務 平成７年度任免関係 44 岩手山次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1995年度 岩手山 庶務 平成７年度人事記録等 42 岩手山次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1996年度 岩手山 庶務 平成８年度任免関係 44 岩手山次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1996年度 岩手山 庶務 平成８年度人事記録等 42 岩手山次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄



1997年度 岩手山 庶務 平成９年度任免関係 44 岩手山次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1997年度 岩手山 庶務 平成９年度人事記録等 42 岩手山次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1998年度 岩手山 庶務 平成１０年度任免関係 44 岩手山次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1998年度 岩手山 庶務 平成１０年度人事記録等 42 岩手山次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1999年度 岩手山 庶務 平成１１年度任免関係 44 岩手山次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

1999年度 岩手山 庶務 平成１１年度人事記録等 42 岩手山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 平成１２年度任免関係 44 岩手山次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 開所式関係 4 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 公印制定関係 5 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 皇室関係 4 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 周年行事関係 4 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 所歌制定関係 4 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 所旗制定関係 4 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 定員管理 41 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2000年度 岩手山 庶務 平成１２年度人事記録等 42 岩手山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2001年度 岩手山 庶務 平成１３年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2001年度 岩手山 庶務 平成１３年度任免関係 44 岩手山次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2001年度 岩手山 庶務 平成１３年度人事記録等 42 岩手山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2001年度 岩手山 会計 承継（財産物品）関係 76 岩手山次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2001年度 岩手山 会計 平成１３年度固定資産関係 76 岩手山次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2002年度 岩手山 庶務 平成１４年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2002年度 岩手山 庶務 平成１４年度任免関係 44 岩手山次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2002年度 岩手山 庶務 平成１４年度人事記録等 42 岩手山次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2002年度 岩手山 会計 平成１４年度固定資産関係 76 岩手山次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2003年度 岩手山 庶務 平成１５年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2003年度 岩手山 庶務 平成１５年度任免関係 44 岩手山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2003年度 岩手山 庶務 平成１５年度人事記録等 42 岩手山次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2003年度 岩手山 会計 平成１５年度固定資産関係 76 岩手山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2004年度 岩手山 庶務 平成１６年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2004年度 岩手山 庶務 平成１６年度任免関係 44 岩手山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2004年度 岩手山 庶務 平成１６年度人事記録等 42 岩手山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2004年度 岩手山 会計 平成１６年度固定資産関係 76 岩手山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2005年度 岩手山 庶務 平成１７年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2005年度 岩手山 庶務 平成１７年度任免関係 44 岩手山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2005年度 岩手山 庶務 平成１７年度人事記録等 42 岩手山次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2005年度 岩手山 会計 平成１７年度固定資産関係 76 岩手山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2006年度 岩手山 総務 平成１８年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2006年度 岩手山 総務 平成１８年度任用関係 44 岩手山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2006年度 岩手山 総務 平成１８年度人事記録等 42 岩手山次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2006年度 岩手山 管理（施設） 平成１８年度固定資産関係 76 岩手山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2007年度 岩手山 総務 平成１９年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2007年度 岩手山 総務 平成１９年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2007年度 岩手山 総務 平成１９年度任用関係 44 岩手山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2007年度 岩手山 総務 平成１９年度人事記録等 42 岩手山次長 2008年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2007年度 岩手山 管理（施設） 平成１９年度防災消防関係 15 岩手山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2007年度 岩手山 管理（施設） 平成１９年度固定資産関係 76 岩手山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2008年度 岩手山 総務 平成２０年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2008年度 岩手山 総務 平成２０年度諸規則制定改廃関係 11 岩手山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2008年度 岩手山 総務 平成２０年度任用関係 44 岩手山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2008年度 岩手山 総務 平成２０年度人事記録等 42 岩手山次長 2009年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2008年度 岩手山 管理（施設） 平成２０年度防災消防関係 15 岩手山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2008年度 岩手山 管理（施設） 平成２０年度固定資産関係 76 岩手山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄



2009年度 岩手山 総務 平成２１年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2009年度 岩手山 総務 平成２１年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2009年度 岩手山 総務 平成２１年度任用関係 44 岩手山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2009年度 岩手山 総務 平成２１年度人事記録等 42 岩手山次長 2010年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2009年度 岩手山 管理（施設） 平成２１年度防災消防関係 15 岩手山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2009年度 岩手山 管理（施設） 平成２１年度固定資産関係 76 岩手山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫１ 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 総務係 平成２２年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 総務係 東日本大震災関係 114 岩手山次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 総務係 平成２２年度任用関係 44 岩手山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 総務係 平成２２年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 総務係 平成２２年度人事記録等 42 岩手山次長 2011年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 管理係 平成２２年度防災消防関係 15 岩手山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2010年度 岩手山 管理係 平成２２年度固定資産関係 76 岩手山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 総務係 平成２３年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 総務係 平成２３年度東日本大震災関係 114 岩手山次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 総務係 平成２３年度任用関係 44 岩手山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 総務係 平成２３年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 総務係 平成２３年度人事記録等 42 岩手山次長 2012年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 管理係 平成２３年度防災消防関係 15 岩手山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2011年度 岩手山 管理係 平成２３年度固定資産関係 76 岩手山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度災害補償 51 岩手山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度栄典・永年勤続表彰 48 岩手山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子媒体 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度任用関係 44 岩手山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 総務係 平成２４年度人事記録等 42 岩手山次長 2013年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 管理係 平成２４年度国有財産関係 85 岩手山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 管理係 平成２４年度防災消防関係 15 岩手山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2012年度 岩手山 管理係 平成２４年度固定資産関係 76 岩手山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度災害補償 51 岩手山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度栄典・永年勤続表彰 48 岩手山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子媒体 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度任用関係 44 岩手山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 総務係 平成２５年度人事記録等 42 岩手山次長 2014年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 管理係 平成２５年度国有財産関係 85 岩手山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 管理係 平成２５年度防災消防関係 15 岩手山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2013年度 岩手山 管理係 平成２５年度固定資産関係 76 岩手山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度災害補償 51 岩手山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度栄典・永年勤続表彰 48 岩手山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子媒体 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度任用関係 44 岩手山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度滝沢市と連携・協力に関する協定関係 2 岩手山次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 総務係 平成２６年度人事記録等 42 岩手山次長 2015年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 管理係 平成２６年度国有財産関係 85 岩手山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2014年度 岩手山 管理係 平成２６年度防災消防関係 15 岩手山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 管理係 平成２６年度固定資産関係 76 岩手山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2014年度 岩手山 管理係 平成２６年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度災害補償 51 岩手山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度栄典・永年勤続表彰 48 岩手山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度任用関係 44 岩手山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度岩手大学と連携・協力に関する協定関係 2 岩手山次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度人事記録等 42 岩手山次長 2016年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 総務係 平成２７年度防災マニュアルの改正について 104 岩手山次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度国有財産関係 85 岩手山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度防災消防関係 15 岩手山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議２ 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度自己収入関係 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度固定資産関係 76 岩手山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度契約支出決議受託事業日独学生青年リーダー（受入） 86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等

86 岩手山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2015年度 岩手山 管理係 平成２７年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度寒冷地手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度基準給与簿 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度期末勤勉手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度広域異動手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度住居手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度単身赴任手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度通勤手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度扶養手当 52 岩手山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度災害補償 51 岩手山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度栄典・永年勤続表彰 48 岩手山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度任用関係 44 岩手山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係
平成２８年度盛岡大学・盛岡大学短期大学部との連携・協力に関す
る協定関係

2 岩手山次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 総務係 平成２８年度人事記録等 42 岩手山次長 2017年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度国有財産関係 85 岩手山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度防災消防関係 15 岩手山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議２ 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議５ 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度自己収入関係 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度固定資産関係 76 岩手山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度契約支出決議受託事業日独学生青年リーダー（受入） 86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係
平成２８年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等

86 岩手山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2016年度 岩手山 管理係 平成２８年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度総務関係 22 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度休暇簿 59 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度共済組合関係 63 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度勤務時間・宿直割振 59 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度勤務時間報告書 59 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度健康診断票 66 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度雇用保険関係 65 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度時間外勤務管理簿 59 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度時間外勤務書 59 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度社会保険関係 65 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度出勤簿 59 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度所報関係 26 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度昇給昇格関係 56 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度身上調書 57 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度人事関係 54 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度盛岡駅西口バス交通広場回数駐車券受払簿 96 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度非常勤職員採用関係 55 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度郵便発送簿 93 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度旅行依頼関係 27 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度旅行命令関係 27 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会関係 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会　事業
関係

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度寒冷地手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度基準給与簿 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度期末勤勉手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度広域異動手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度住居手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度単身赴任手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度通勤手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度扶養手当 52 岩手山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度任用関係 44 岩手山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度マイナンバー関係 22 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度広報委員会 26 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度岩手県国際リニアコライダー推進協議会 106 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度公開学習会 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度人事記録等 42 岩手山次長 2018年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度ニュースレター関係 68 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度 講師等・講師室関係 100 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度感謝状交付関係 109 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度記事等掲載状況 22 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度共済貸付関係 63 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度団体積立終身保険関係 63 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度財産形成貯蓄 62 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 総務係 平成２９年度標準報酬関係 63 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度会計関係 90 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度国有財産関係 85 岩手山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度職員宿舎関係 91 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度年間契約関係 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度燃料単価契約関係 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度本部契約案件（年間契約以外） 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度防災消防関係 15 岩手山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度研修支援事業外部指導員業務委託契約関係 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度予算関係 88 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議２ 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議５ 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度旅費謝金支出決議１ 94 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度旅費謝金支出決議２ 94 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度自己収入関係 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度固定資産関係 76 岩手山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度支出決議及び支払依頼書 98 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度食堂業務委託契約関係 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度食数内訳集計表・食数確認表 98 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度ボイラー日誌 102 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度清掃業務日誌 102 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度業務日誌（技能補佐員） 102 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度教育事業参加者保険関係 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度契約支出決議受託事業日独学生青年リーダー（受入） 86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等

86 岩手山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度安全管理チェックリスト 99 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 用水供給関係 72 岩手山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　ボランティアブラッシュアッププロジェクト 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　How To ボランティア 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　さんりく体験！発見隊 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　体験活動支援セミナー・秋，テンパークちゃ
れんじくらぶ秋

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　体験活動支援セミナー・冬，テンパークちゃ
れんじくらぶ冬

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職
平成２９年度文部科学省委託事業　日独学生青年リーダー交流事
業

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　テンパークまつり2017 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　えいごdeキャンプ in テンパーク 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　通学合宿　テンちゃん一家の一週間 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　岩手県内青少年集団宿泊教育施設職員合
同研究会

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職
平成２９年度　子どもの貧困対策事業「生活・自立支援キャンプ」親
子めんこいキャンプ

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職
平成２９年度　遊び体験☆出前～遊んで体験！幼児期に身に付け
たい３６の動き！～

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　親子で遊ぼう　～ダンボールと雪遊び～ 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　イーハトーブチャレンジキャンプ 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　イーハトーブチャレンジキャンプ・冬 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　親子で楽しむ自然体験IN冬のテンパーク 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　親子鞍掛山登山 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　雪遊びINテンパーク～雪合戦の練習会と雪遊び～ 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職
平成２９年度　スキー・スノーボード体験INテンパーク～スキーすき
好きシーハイル！～

105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　親子deわくわくキャンプ！Inテンパーク 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　ボランティア登録申込書綴り 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　子どもの貧困対策事業「生活・自立支援キャンプ」 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　社会教育実習 110 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度ＮＥＡＬ事業関係 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　子どもゆめ基金関係 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　登山関係 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　ボランティア関係 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　ボランティア活動保険関係 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 企画指導専門職 平成２９年度　教員免許状更新講習 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度アンケート調査綴（アンケート） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度事業推進係綴（照会） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度宿泊室（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度日程表（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度利用希望調査関係綴（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度利用申込書綴（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度利用団体票綴（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度利用承諾伺綴（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度キャンセル綴（利用申込） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 事業推進係 平成２９年度統計関係綴（利用統計） 105 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度会計関係 90 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度国有財産関係 85 岩手山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度職員宿舎関係 91 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度年間契約関係 97 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度燃料単価契約関係 97 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度防災消防関係 15 岩手山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度研修支援事業外部指導員業務委託契約関係 97 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度予算関係 88 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議２ 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議５ 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度旅費謝金支出決議１ 94 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度旅費謝金支出決議２ 94 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度旅費謝金支出決議３ 94 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度自己収入関係 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度固定資産関係 76 岩手山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度支出決議及び支払依頼書 98 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度食数内訳集計表・食数確認表 98 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度ボイラー日誌 102 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度清掃業務日誌 102 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度業務日誌（技能補佐員） 102 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度教育事業参加者保険関係 97 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係
平成３０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等

86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係
平成３０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等（一般管理）

86 岩手山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度安全管理チェックリスト 99 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2017年度 岩手山 管理係 平成２９年度清涼飲料水等（自動販売機）契約関係 97 岩手山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度アンケート調査綴（アンケート） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度事業推進係綴（照会） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度宿泊室（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度日程表（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度利用希望調査関係綴（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度利用申込書綴（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度利用団体票綴（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度利用承諾伺綴（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度キャンセル綴（利用申込） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 事業推進係 平成３０年度統計関係綴（利用統計） 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度総務関係 22 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度休暇簿 59 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度共済組合証関係 63 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度勤務時間・宿直割振 59 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度勤務時間報告書 59 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度健康診断関係 66 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度雇用保険関係 65 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度時間外勤務管理簿 59 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度時間外勤務書 59 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度社会保険関係 65 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度出勤簿 59 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度所報関係 26 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度昇給昇格関係 56 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度身上調書 57 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度人事関係 54 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 管理係 平成３０年度盛岡駅西口バス交通広場回数駐車券受払簿 96 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度非常勤職員採用関係 55 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度郵便発送簿 93 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度旅行依頼関係 27 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度旅行命令関係 27 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会関係 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会　事業
関係

105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度寒冷地手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度基準給与簿 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度期末勤勉手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度広域異動手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度住居手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度単身赴任手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度通勤手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度扶養手当 52 岩手山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度任用関係 44 岩手山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度マイナンバー関係 22 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度広報委員会 26 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度岩手県国際リニアコライダー推進協議会 106 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度人事記録等 42 岩手山次長 2019年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度 講師等・講師室関係 100 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度感謝状交付関係 109 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度記事等掲載状況 22 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度共済貸付関係 63 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度団体積立終身保険関係 63 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度財産形成貯蓄 62 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度標準報酬関係 63 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度国立岩手山青少年交流の家利用者500万人達成式典
について

4 岩手山次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 総務係 平成３０年度捜査関係事項照会について 22 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　ボランティアブラッシュアッププロジェクト 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　How To ボランティア 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職
平成３０年度教育事業　体験活動支援セミナー・夏，テンパークちゃ
れんじくらぶ夏

105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　体験活動支援セミナー・冬，テンパークちゃ
れんじくらぶ冬

105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　テンパークまつり2018 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　国際交流事業 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　通学合宿　テンちゃん一家の一週間 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「子どもの貧困対策事業」（生活・自立支援
キャンプ）親子めんこいキャンプ

105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　親子で遊ぼう 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　雪遊びINテンパーク～雪合戦練習会～ 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職
平成３０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業
　スキー・スノーボード体験INテンパーク～スキーすき好きシーハイ
ル！～

105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア登録申込書綴り 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　タートルズキャンプ2018 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度　社会教育実習 110 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度　登山関係 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア関係 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度　教員免許状更新講習 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業
「ファミリー１０キャンプ」

105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2018年度 岩手山 企画指導専門職 平成３０年度　活動資料集 105 岩手山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度安全運転管理関係 33 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度教職員等中央研修講座関係 68 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度文書処理簿 32 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度自動車運転者登録伺 33 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度食堂業務衛生管理点検票 111 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度食堂業務等運営委員会 111 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度検食報告書 111 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度出納計算書 111 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度病原菌検査成績書 111 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度総務関係 22 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度会議研修関係 68 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度休暇簿 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度共済組合証関係 63 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度勤務時間・宿直割振 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度勤務時間報告書 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度健康診断関係 66 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度雇用保険関係 65 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度時間外勤務管理簿 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度時間外勤務書 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度社会保険関係 65 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度車両運行記録簿 33 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度出勤簿 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度所報関係 26 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度昇給昇格関係 56 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度身上調書 57 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度人事関係 54 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度非常勤職員採用関係 55 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度郵便発送簿 93 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度旅行依頼関係 27 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度旅行命令関係 27 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会関係 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会　事業
関係

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度寒冷地手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度基準給与簿 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度期末勤勉手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度広域異動手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度住居手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度単身赴任手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度通勤手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度扶養手当 52 岩手山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度任用関係 44 岩手山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度マイナンバー関係 22 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度広報委員会 26 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度岩手県国際リニアコライダー推進協議会 106 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度人事記録等 42 岩手山次長 2020年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度 講師等・講師室関係 100 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度感謝状交付関係 109 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度記事等掲載状況 22 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度兼業関係 67 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度共済貸付関係 63 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度団体積立終身保険関係 63 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度財産形成貯蓄 62 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度標準報酬関係 63 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 総務係 平成３１年度年次休暇簿取得計画表 59 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度会計関係 90 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度国有財産関係 85 岩手山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度職員宿舎関係 91 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度年間契約関係 97 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度燃料単価契約関係 97 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度防災消防関係 15 岩手山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度研修支援事業外部指導員業務委託契約関係 97 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度予算関係 88 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議２ 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度旅費謝金支出決議１ 94 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度旅費謝金支出決議２ 94 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度旅費謝金支出決議３ 94 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度自己収入関係 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度固定資産関係 76 岩手山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度支出決議及び支払依頼書 98 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度食数内訳集計表・食数確認表 98 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度ボイラー日誌 102 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度清掃業務日誌 102 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度業務日誌（技能補佐員） 102 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度教育事業参加者保険関係 97 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係
平成３１年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等

86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決
議等（一般管理）

86 岩手山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度施設整備・各所修繕関係 99 岩手山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度安全管理チェックリスト 99 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度警備日誌 102 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 管理係 平成３１年度盛岡駅西口バス交通広場回数駐車券受払簿 96 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 アンケート調査綴（アンケート） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 事業推進係綴（照会） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 宿泊室（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 日程表（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 利用希望調査関係綴（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 利用申込書綴（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 利用団体票綴（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 利用承諾伺綴（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 キャンセル綴（利用申込） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 事業推進係 統計関係綴（利用統計） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 教育事業　How To ボランティア 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 教育事業　体験活動支援セミナー・夏，テンパークちゃれんじくらぶ
夏

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 教育事業　体験活動支援セミナー・冬，テンパークちゃれんじくらぶ
冬

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 教育事業　テンパークまつり2019 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度教育事業　えいごdeハロウィン～はじめの一歩～ 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 平成３１年度教育事業「子どもの貧困対策事業」
（生活・自立支援キャンプ）めんこいキャンプ

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 令和元年度　大山加奈バレーボールクリニック 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度　雪遊びINテンパーク～雪合戦練習会～ 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業
　スキー・スノーボード体験INテンパーク～

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度　ボランティア登録申込書綴 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 教育事業　タートルズキャンプ2019 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度　社会教育実習 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 平成３１年度　登山関係 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 令和元年度　アドベンチャープログラム（ＰＡ） 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度　教員免許状更新講習 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度みちのく「体験の風をおこそう」
運動推進事業「テンパーク ファミリーキャンプ」

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 平成３１年度　活動資料集～Ｈ31～ 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職
教育事業イーハトーヴチャレンジ
～岩手山一周トライアル～

105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2019年度 岩手山 企画指導専門職 2019年度～　賢治の学校 105 岩手山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度安全運転管理関係 33 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度教職員等中央研修講座関係 68 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度文書処理簿 32 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度自動車運転者登録伺 33 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度食堂業務衛生管理点検票 111 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度食堂業務等運営委員会 111 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度検食報告書 111 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度病原菌検査成績書 111 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2020年度 岩手山 総務係 令和２年度総務関係 22 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度会議研修関係 68 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度休暇簿 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度共済組合証関係 63 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度勤務時間・宿直割振 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度勤務時間報告書 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度健康診断関係 66 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度雇用保険関係 65 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度時間外勤務管理簿 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度時間外勤務書 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度社会保険関係 65 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度車両運行記録簿 33 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度出勤簿 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度所報関係 26 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度昇給昇格関係 56 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度人事関係 54 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度非常勤職員採用関係 55 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度郵便発送簿 93 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度旅行命令・依頼関係 27 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会関係 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会　事業関
係

105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度基準給与簿 52 岩手山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度期末勤勉手当 52 岩手山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度諸手当関係 52 岩手山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度施設業務運営委員会 18 岩手山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度任用関係 44 岩手山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度マイナンバー関係 22 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度岩手県国際リニアコライダー推進協議会 106 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度人事記録等 42 岩手山次長 2021年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度 講師等・講師室関係 100 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度感謝状交付関係 109 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度記事等掲載状況 22 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度兼業関係 67 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度共済貸付関係 63 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度団体積立終身保険関係 63 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度財産形成貯蓄 62 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度標準報酬関係 63 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 総務係 令和２年度年次休暇簿取得計画表 59 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度会計関係 90 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度国有財産関係 85 岩手山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度職員宿舎関係 91 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度年間契約関係 97 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度燃料単価契約関係 97 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度防災消防関係 15 岩手山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度研修支援事業外部指導員業務委託契約関係 97 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度予算関係 88 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議２ 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度旅費謝金支出決議１ 94 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度旅費謝金支出決議２ 94 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度旅費謝金支出決議３ 94 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度自己収入関係 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度固定資産関係 76 岩手山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度支出決議及び支払依頼書 98 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度食数内訳集計表・食数確認表 98 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度ボイラー日誌 102 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度清掃業務日誌 102 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度業務日誌（技能補佐員） 102 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度教育事業参加者保険関係 97 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決議
等

86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会支出決議
等（一般管理）

86 岩手山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度施設整備・各所修繕関係 99 岩手山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度安全管理チェックリスト 99 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度警備日誌 102 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 管理係 令和２年度盛岡駅西口バス交通広場回数駐車券受払簿 96 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 アンケート調査綴（アンケート） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 事業推進係綴（照会） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 宿泊室（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 日程表（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 利用希望調査関係綴（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 利用申込書綴（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 利用団体票綴（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 利用承諾伺綴（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 キャンセル綴（利用申込） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 事業推進係 統計関係綴（利用統計） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 教育事業　How To ボランティア 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 令和２年度教育事業「子どもの貧困対策事業」
（生活・自立支援キャンプ）めんこいキャンプ

105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 令和２年度　岡崎建設Owlsプレゼンツ「新たな発見！！チームづくり
基本のき」

105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職
２０２０年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業
　スキー・スノーボード体験INテンパーク～

105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 ２０２０年度　ボランティア登録申込書綴 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 ２０２０年度　社会教育実習 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 令和２年度　登山関係 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 令和２年度　アドベンチャープログラム（ＰＡ） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 2020年度　教員免許状更新講習 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職
２０２０年度みちのく「体験の風をおこそう」
運動推進事業「テンパーク ファミリーキャンプ」

105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 令和２年度　活動資料集～R2～ 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職
教育事業イーハトーヴチャレンジ
～岩手山一周トライアル～

105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 2020年度～　賢治の学校 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 そうだ！テンパークへ行こう 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2020年度 岩手山 企画指導専門職 テンパークスタンプラリー 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度安全運転管理関係 33 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度文書処理簿 32 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度自動車運転者登録伺 33 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度食堂業務衛生管理点検票 111 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度食堂業務等運営委員会 111 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2021年度 岩手山 総務係 令和３年度検食報告書 111 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度病原菌検査成績書 111 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度総務関係 22 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度会議研修関係 68 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度休暇簿 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度共済組合証関係 63 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度勤務時間・宿直割振 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度勤務時間報告書 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度健康診断関係 66 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度雇用保険関係 65 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度時間外勤務管理簿 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度時間外勤務書 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度車両運行記録簿 33 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度出勤簿 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度所報関係 26 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度昇給昇格関係 56 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度人事関係 54 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度非常勤職員採用関係 55 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度郵便発送簿 93 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度旅行命令・依頼関係 27 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会関係 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会　事業関
係

105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度基準給与簿 52 岩手山次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度期末勤勉手当 52 岩手山次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度諸手当関係 52 岩手山次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度運営協議会 18 岩手山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度自己点検・評価関係（業務実績シート） 18 岩手山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度任用関係 44 岩手山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度労使協定・労基署届出関係 45 岩手山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度所内規程制定改廃関係 11 岩手山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度マイナンバー関係 22 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度岩手県国際リニアコライダー推進協議会 106 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度人事記録等 42 岩手山次長 2022年4月1日 無期限 未定 電子データ 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度 講師等・講師室関係 100 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度感謝状交付関係 109 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度記事等掲載状況 22 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度兼業関係 67 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 総務係 令和３年度年次休暇簿取得計画表 59 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度会計関係 90 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度国有財産関係 85 岩手山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度職員宿舎関係 91 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度年間契約関係 97 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度燃料単価契約関係 97 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度防災消防関係 15 岩手山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度研修支援事業外部指導員業務委託契約関係 97 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度予算関係 88 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度契約支出決議１ 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度契約支出決議１（年間契約用） 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年契約支出決議２ 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度契約支出決議２（年間契約用） 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度契約支出決議３ 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度契約支出決議４ 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄



2021年度 岩手山 管理係 令和３年度旅費謝金支出決議１ 94 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度旅費謝金支出決議２ 94 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度自己収入関係 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度契約支出決議（光熱水料等） 86 岩手山次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度固定資産関係 76 岩手山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度支出決議及び支払依頼書 98 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度食数内訳集計表・食数確認表 98 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度ボイラー日誌 102 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度清掃業務日誌 102 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度業務日誌（技能補佐員） 102 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度教育事業参加者保険関係 97 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度寄附金・寄附物品関係 85 岩手山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度施設整備・各所修繕関係 99 岩手山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度安全管理チェックリスト 99 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度警備日誌 102 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 管理係 令和３年度盛岡駅西口バス交通広場回数駐車券受払簿 96 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 アンケート調査綴（アンケート） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 事業推進係綴（照会） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 宿泊室（利用申込） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 日程表（利用申込） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 利用希望調査関係綴（利用申込） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 利用申込書綴（利用申込） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 キャンセル綴（利用申込） 105 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 利用申込確認書綴 106 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 日程変更受付票 107 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 事業推進係 指導依頼書綴 108 岩手山次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 自然体験活動指導者（NEAL)養成事業 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 課題を抱える青少年支援事業　母と子のﾄﾚｯｷﾝｸﾞ 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 地域探究プログラム 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 SDGｓ関連HP（公表資料） 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 課題を抱える青少年支援事業① 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 テンパークボランティア・ブラッシュアッププロジェクト 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 ボランティア関係綴 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 ボランティア活動保険関係綴 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 テンパークボランティア養成 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 ボランティア自主企画事業 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 親子ウインター＆スキー 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 教員免許状講習 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 岡崎建設Owlsプレゼンツ「新たな発見！！チームづくり基本のき」 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 子どもゆめ基金２０周年記念事業 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業 105 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 日帰り企画事業 106 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 早寝早起き朝ごはん運動推進 107 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

2021年度 岩手山 企画指導専門職 特色あるプログラム事業　実践研究事業　防災減災事業 108 岩手山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 岩手山事務室 岩手山次長 廃棄

1965年度 磐梯 会計 昭和４０年度　協定書等（磐梯青年の家設置時） 3 磐梯次長 1966年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1965年度 磐梯 会計 昭和４０年度　国立磐梯青年の家設置関係書類（設立に係る覚書
等）

70 磐梯次長 1966年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1965年度 磐梯 会計
昭和４０年度　国立磐梯青年の家設置関係図面（設立に係る覚書
等）

70 磐梯次長 1966年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1965年度 磐梯 会計 昭和４０年度　国立磐梯青年の家建設敷地地盤調査報告書 70 磐梯次長 1966年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1970年度 磐梯 庶務 天皇・皇后両陛下行幸啓関係綴 4 磐梯次長 1971年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1977年度 磐梯 庶務 昭和４２～５２年度　任官関係綴 42 磐梯次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1978年度 磐梯 庶務 昭和４６～５２年度　採用 42 磐梯次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1983年度 磐梯 庶務 国立磐梯青年の家１０周年記念関係 4 磐梯次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄



1983年度 磐梯 庶務 国立磐梯青年の家機構図 41 磐梯次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1986年度 磐梯 庶務 国立磐梯青年の家２０周年記念関係 4 磐梯次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1988年度 磐梯 会計 昭和６３年度　圧力容器設置届 70 磐梯次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1991年度 磐梯 庶務 級別定数改訂 41 磐梯次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1992年度 磐梯 庶務 昭和６３～平成３年度　採用・辞職 44 磐梯次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1992年度 磐梯 庶務 昭和５８年～平成４年機構図 41 磐梯次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1993年度 磐梯 庶務 平成４～５年度　任免原義 44 磐梯次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1994年度 磐梯 会計 昭和４２～平成６年度　土田堰用水路関係綴（汚水排水の申請） 72 磐梯次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1994年度 磐梯 会計 昭和５９～平成６年度　国有財産の引継ぎ 76 磐梯次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1994年度 磐梯 会計 平成６年度　磐梯青年の家食堂増築その他（建築）工事・防火対象
物使用届

15 磐梯次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1994年度 磐梯 庶務 平成６年度　任免原義 44 磐梯次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1994年度 磐梯 庶務 平成４年度以降　機構図 41 磐梯次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1995年度 磐梯 会計 昭和４９～平成７年度　敷地関係覚書 76 磐梯次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1995年度 磐梯 会計 昭和５０～平成７年度　水道関係契約・覚書 76 磐梯次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1995年度 磐梯 会計 平成７年度　少量危険物の貯蔵・取扱届出書（ポンプ・自家発室） 72 磐梯次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

1995年度 磐梯 会計 平成７年度　浄化槽設置関係 76 磐梯次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1995年度 磐梯 会計 平成７年度　発電設備設置届出書（ポンプ・自家発室） 76 磐梯次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1995年度 磐梯 庶務 平成７年度　任免原義 44 磐梯次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1996年度 磐梯 庶務 平成８年度　任免原義 44 磐梯次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1996年度 磐梯 庶務 国立磐梯青年の家３０周年記念関係 4 磐梯次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1997年度 磐梯 会計 平成６～９年度　国有財産引継ぎ 76 磐梯次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1997年度 磐梯 庶務 平成９年度　任免原義 44 磐梯次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1997年度 磐梯 庶務 平成４～９年度　俸給協議関係 44 磐梯次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1998年度 磐梯 庶務 昭和４０～平成１０年度　制定規則等綴 11 磐梯次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1998年度 磐梯 庶務 平成１０年度　任免原義 44 磐梯次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1999年度 磐梯 庶務 平成１１年度　任免原義 44 磐梯次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

1999年度 磐梯 庶務 平成１０～１１年度　俸給関係協議書 44 磐梯次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 昭和４０～平成１２年度　旧物品管理簿（図書） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 昭和４０～平成１２年度　旧物品管理簿１（機械） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 昭和４０～平成１２年度　旧物品管理簿２（器具） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 昭和４０～平成１２年度　旧物品管理簿３（器具） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　建物番号別図面リスト 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　建物番号別図面リスト１本館～講師宿泊棟・リーダー
宿泊棟

76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　建物番号別図面リスト２ボランティア棟～ブルドー
ザー置場

76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　固定資産システムデータ（物品管理）（国有財産） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　国有財産台帳（原本）（立木竹・その他の工作物） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　筒番号別リスト 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　独立行政法人に対する現物出資等申請関係 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　不動産鑑定評価書（建物） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　不動産鑑定評価書（工作物） 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 会計 平成１２年度　物品管理簿 76 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 庶務 昭和４０～平成１２年度　定員関係 44 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 庶務 人事記録（国家公務員） 44 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 庶務 平成１１～１２年度　級別定数管理資料綴 44 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 庶務 平成１２年度　任免原義 44 磐梯次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2000年度 磐梯 庶務 環境教育体験館竣工式典 4 磐梯次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 会計 平成１１～１３年度　会計内規 76 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 会計
平成１１～１３年度　各種手続・協議・申請関係（道路標識・電柱・土
地・その他）

76 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 会計 平成１３年度　県有財産賃貸借契約 77 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 会計 平成１３年度　国有財産関係 76 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 会計 平成１３年度　職員宿舎関係・国有資産所在市町村交付金関係 76 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 会計 平成１３年度　特定建築物使用届 76 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄



2001年度 磐梯 会計 平成５～１３年度　土地賃貸借契約（猪苗代町） 77 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 庶務 独立行政法人国立青年の家規則綴 11 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 庶務 独立行政法人国立青年の家設立諸届関係綴 11 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 庶務 平成１１～１３年度　規程・規則の制定関係 11 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 庶務 平成１３年度　任免原義綴 44 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2001年度 磐梯 庶務 平成１２～１３年度　俸給協議関係 44 磐梯次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2002年度 磐梯 会計 平成１４年度　会計内規 11 磐梯次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2002年度 磐梯 会計 平成１４年度　各種手続・協議・申請関係（道路標識・電柱・土地・そ
の他）

76 磐梯次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2002年度 磐梯 会計 平成１４年度　県有財産賃貸借契約 77 磐梯次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2002年度 磐梯 会計 平成１４年度　土地賃貸借契約（猪苗代町） 77 磐梯次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2002年度 磐梯 会計 平成１４年度　特定建築物使用届 76 磐梯次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2002年度 磐梯 庶務 平成１４年度　人事上申書 44 磐梯次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2003年度 磐梯 庶務 平成１５年度　人事上申書 44 磐梯次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2004年度 磐梯 会計 平成１６年度宿舎棟耐震補強等改修その他工事電気設備工事完成
図書

76 磐梯次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2004年度 磐梯 庶務 平成１６年度　上申書類 44 磐梯次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2005年度 磐梯 庶務 平成１７年度　上申書類 44 磐梯次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2006年度 磐梯 総務 平成１８年度人事上申書 44 磐梯次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2007年度 磐梯 総務 平成１９年度人事上申書 44 磐梯次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2007年度 磐梯 管理（施設） 平成１９年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2007年度 磐梯 管理（施設） 平成１９年度防火管理 15 磐梯次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2007年度 磐梯 総務 平成１６年度～１９年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2008年度 磐梯 総務 平成２０年度人事上申書 44 磐梯次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2008年度 磐梯 管理（施設） 平成２０年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2008年度 磐梯 管理（施設） 平成２０年度防火管理 15 磐梯次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 総務 人事交流覚書 44 磐梯次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 総務 平成１８年度～労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 総務 平成２１年度～人事異動上申書（研修指導員） 44 磐梯次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 総務 平成２１年度人事上申書 44 磐梯次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 総務 平成１９年度～２１年度所内規程・決定事項等 11 磐梯次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 管理（施設） 平成２１年度防火管理 15 磐梯次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2009年度 磐梯 総務 平成２０年度～法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 総務係 人事交流覚書 44 磐梯次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 総務係 平成１８年度～平成２２年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 総務係 平成２１年度～平成２２年度人事異動上申書（研修指導員） 44 磐梯次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 総務係 平成２２年度人事上申書 44 磐梯次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 管理（施設） 平成２２年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 管理（施設） 平成２２年度防火管理 15 磐梯次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2010年度 磐梯 総務係 平成２０年度～平成２２年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 総務係 人事交流覚書 44 磐梯次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 総務係 平成２３年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 総務係 平成２３年度人事上申書 44 磐梯次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 総務係 平成２２年度～２４年度所内規程・決定事項等 11 磐梯次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 管理（施設） 平成２３年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 管理（施設） 平成２３年度防火管理 15 磐梯次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2011年度 磐梯 総務係 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２４年度事業運営会議 18 磐梯次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２４年度年度計画 18 磐梯次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成１７年度～叙位叙勲・表彰 48 磐梯次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２１年度～点検・評価（業務実績シート等） 18 磐梯次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２４年度施設業務運営委員会 18 磐梯次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 管理（施設） 平成２４年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２４年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄



2012年度 磐梯 総務係 平成２４年度人事上申書 44 磐梯次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２２年度～平成２４年度所内規程・決定事項等 11 磐梯次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 管理（施設） 平成２４年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 管理（施設） 平成２４年度防火管理 15 磐梯次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2012年度 磐梯 総務係 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度業務運営会議 18 磐梯次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成１７年度～叙位叙勲・表彰 48 磐梯次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２１年度～点検・評価（業務実績シート等） 18 磐梯次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度施設業務運営委員会 18 磐梯次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度人事上申書 44 磐梯次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度防火管理 15 磐梯次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2013年度 磐梯 総務・管理係 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度業務運営会議 18 磐梯次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成１７年度～叙位叙勲・表彰 48 磐梯次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２１年度～点検・評価（業務実績シート等） 18 磐梯次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度施設業務運営委員会 18 磐梯次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度人事上申書 44 磐梯次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度防火管理 15 磐梯次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2014年度 磐梯 総務・管理係 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度業務運営会議 18 磐梯次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度施設業務運営委員会 18 磐梯次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度人事上申書 44 磐梯次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度防火管理 15 磐梯次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2015年度 磐梯 総務・管理係 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 退職者扶養・住居・通勤・単身赴任手当認定簿 53 磐梯次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 扶養・住居・通勤・単身赴任手当認定簿 53 磐梯次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度諸手当決定・現況確認 53 磐梯次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度年末調整・源泉徴収簿・住民税特別徴収額通知書 52 磐梯次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度基準給与簿・職員別給与簿 52 磐梯次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度業務運営会議 18 磐梯次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度施設業務運営委員会 18 磐梯次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度人事上申書 44 磐梯次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度土地賃貸借財産借受 77 磐梯次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度防火管理 15 磐梯次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2016年度 磐梯 総務・管理係 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度安全運転管理者 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度雇用保険 65 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄



2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度財形貯蓄 62 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度監査関係 24 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度東青少協 106 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年磐梯山麓こがね会 106 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年休暇簿 59 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年出勤簿 59 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度転出者の人事記録等移管 59 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度郵便・メール便発送簿 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年共済組合保険事業 63 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度共済通知 63 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度勤務割振 59 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 59 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度個人調書 57 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度所報 26 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度定期健康診断・人間ドック 66 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度転入者の勤務状況報告 59 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度文書処理簿 21 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度派遣 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度本部以外からの通知・調査 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度本部調査 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度本部通知 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度インターンシップに関すること 31 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度教育事業関係 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度マスメディア関係 26 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度食堂料金の改定について 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 受益者負担関係 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度契約決議／支出決議 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度契約決議兼支出決議書 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度契約伺 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度支払依頼書及び送付簿（支出決議及び支払依頼書） 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度収納報告書綴 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度職員宿舎 91 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度本部契約 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度予算 88 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度回答文書（その他） 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度回答文書（本部） 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度特定建築物点検報告書 96 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度建築調査・設備検査 96 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度物品破損報告書 92 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度自動車関係（事故・保険等） 30 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度自動販売機（清涼飲料水・アイス）契約関係 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度創作活動業務委託契約 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度日報 96 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度作業日誌 102 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度ふくしま子ども未来塾会計書類 96 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度体験の風推進事業 97 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度教育事業関係 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度受託事業関係 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度共催・後援関係 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度法人ボランティア関係 109 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度社会教育実習関係 110 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度インターンシップ関係 31 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄



2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度子どもゆめ基金助成事業 108 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度関係機関等との連携推進 106 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成２９年度研修支援関係 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 ホームページ関係資料 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度企画事業の保険 30 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度起案文書 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度事前打合せ受付簿 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度損害保険 30 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度本部調査関係 22 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度利用者健康カード 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度テント割 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度月別利用申込受付簿 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度研修（調整）プログラム 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度研修（調整）プログラム原簿 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度施設利用キャンセル 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度次年度利用決定通知書 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度宿舎割 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度登山計画書（届） 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度利用希望書 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度利用者アンケート 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度利用申込書 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 事業推進 平成２９年度利用申込書整理簿 105 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度ボイラー・受電日誌 102 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度各種業務委託等点検報告書 101 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度宿直警備請負業務日誌 96 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度清掃作業報告書 96 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度その他 101 磐梯次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 退職者扶養・住居・通勤・単身赴任手当認定簿 53 磐梯次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 扶養・住居・通勤・単身赴任手当認定簿 53 磐梯次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度諸手当決定・現況確認 53 磐梯次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度年末調整・源泉徴収簿・住民税特別徴収額通知書 52 磐梯次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度基準給与簿・職員別給与簿 52 磐梯次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度寄附金関係 86 磐梯次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度業務運営会議 18 磐梯次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度施設業務運営委員会 18 磐梯次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度人事上申書 44 磐梯次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度防火管理 15 磐梯次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2017年度 磐梯 総務・管理係 平成２９年度自家用電気工作物保安関係書類 70 磐梯次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度安全運転管理者 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度雇用保険 65 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度財形貯蓄 62 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度東青少協 106 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年磐梯山麓こがね会 106 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年休暇簿 59 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年出勤簿 59 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度転出者の人事記録等移管 59 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度郵便・メール便発送簿 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年共済組合保険事業 63 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度共済通知 63 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度勤務割振 59 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 59 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度個人調書 57 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度定期健康診断・人間ドック 66 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度転入者の勤務状況報告 59 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度文書処理簿 21 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度派遣 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度本部以外からの通知・調査 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度本部調査 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度本部通知 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度インターンシップに関すること 31 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度教育事業関係 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度マスメディア関係 26 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度契約決議／支出決議 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度契約伺 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度支払依頼書及び送付簿（支出決議及び支払依頼書） 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度収納報告書綴 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度職員宿舎 91 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度本部契約 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度予算 88 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度回答文書（その他） 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度回答文書（本部） 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度特定建築物点検報告書 96 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度建築調査・設備検査 96 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度物品破損報告書 92 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度自動販売機（清涼飲料水・アイス）契約関係 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度創作活動業務委託契約 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度日報 96 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度作業日誌 102 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度福島子ども未来塾会計書類 96 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度体験の風推進事業 97 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度教育事業関係 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度受託事業関係 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度共催・後援関係 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度法人ボランティア関係 109 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度社会教育実習関係 110 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度インターンシップ関係 31 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度子どもゆめ基金助成事業 108 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度関係機関等との連携推進 106 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３０年度研修支援関係 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 ホームページ関係資料 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度企画事業の保険 30 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度起案文書 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度事前打合せ受付簿 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度損害保険 30 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度本部調査関係 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度利用者健康カード 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度テント割 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度月別利用申込受付簿 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度研修（調整）プログラム 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度研修（調整）プログラム原簿 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度施設利用キャンセル 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度次年度利用決定通知書 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度宿舎割 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度登山計画書（届） 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度利用希望書 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度利用者アンケート 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度利用申込書 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 事業推進 平成３０年度利用申込書整理簿 105 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度ボイラー・受電日誌 102 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度各種業務委託等点検報告書 101 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度宿直警備請負業務日誌 96 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度清掃作業報告書 96 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度その他 101 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度保健所立入検査 101 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度所長旅行一覧報告書 27 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度洋室使用申請書 100 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度御礼状 22 磐梯次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度諸手当決定・現況確認 53 磐梯次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度年末調整・源泉徴収簿・住民税特別徴収額通知書 52 磐梯次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度基準給与簿・職員別給与簿 52 磐梯次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度寄附金関係 86 磐梯次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度業務運営会議 18 磐梯次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度業務運営会議 18 磐梯次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度運営協議会 18 磐梯次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度個人番号関係事務（マイナンバー） 20 磐梯次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度労働基準監督署届出 45 磐梯次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度人事上申書 44 磐梯次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度防火管理 15 磐梯次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度財産借受・土地賃貸借 77 磐梯次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2018年度 磐梯 総務・管理係 平成３０年度自家用電気工作物保安関係書類 70 磐梯次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度教育事業関係 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度受託事業関係 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度共催・後援関係 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度法人ボランティア関係 109 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度社会教育実習関係 110 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度インターンシップ関係 31 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度子どもゆめ基金助成事業 108 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度関係機関等との連携推進 106 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 企画指導専門職（施設）平成３１年度研修支援関係 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（４月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（５月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（６月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（７月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（８月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（９月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（１０月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（１１月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（１２月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（１月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（２月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用団体票（３月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（４月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（５月）① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（５月）② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（６月）① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（６月）② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（７月）① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（７月）② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（８月）① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（８月）② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（９月）① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（９月）② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（１０月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（１１月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（１２月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（１月）① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（１月）② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（２月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用申込書類（３月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９食事申込書原本① 105 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９食事申込書原本② 105 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９食事申込書原本③ 105 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９食事申込書原本④ 105 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９食事申込書原本⑤ 105 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９食事申込書原本⑥ 105 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９調整プログラム（４月～７月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９調整プログラム（８月～１１月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９調整プログラム（１２月～３月） 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９宿舎割り振り 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９健康カード 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用者アンケート① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用者アンケート② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９事業推進室　日報綴り① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９事業推進室　日報綴り② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９利用承諾伺い 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９本部報告書 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９登山計画書 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９施設利用キャンセル関連書類① 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９施設利用キャンセル関連書類② 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 事業推進係 ２０１９起案文書 105 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年食堂委員会 111 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度運転日誌 33 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度検食票 111 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度研修 68 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度マイクロバス使用申請書 33 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度安全運転管理者 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度雇用保険 65 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度財形貯蓄 62 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度東青少協 106 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年会議関係 106 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年休暇簿 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年出勤簿 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度転入・転出者の移管書類 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度郵便・メール便発送簿 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年共済・社会保険関係 63 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度勤務割振 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度個人調書 57 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度定期健康診断・人間ドック 66 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度文書処理簿 21 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度派遣 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度本部以外からの通知・調査 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度本部通知 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度インターンシップに関すること 31 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度マスメディア関係 26 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度契約決議／支出決議 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度契約伺 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度支払依頼書及び送付簿（支出決議及び支払依頼書） 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度収納報告書綴 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度職員宿舎 91 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度本部契約 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度予算 88 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度回答文書（その他） 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度回答文書（本部） 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度特定建築物点検報告書 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度建築調査・設備検査 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度物品破損報告書 92 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度自動販売機（清涼飲料水・アイス）契約関係 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度創作活動業務委託契約 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度日報 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度作業日誌 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度福島子ども未来塾会計書類 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度体験の風推進事業 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度ボイラー・受電日誌 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度各種業務委託等点検報告書 101 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度宿直警備請負業務日誌 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度清掃作業報告書 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度その他 101 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度保健所立入検査 101 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度所長旅行一覧報告書 27 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度洋室使用申請書 100 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度御礼状 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度諸手当認定簿 53 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度年末調整・源泉徴収簿・住民税特別徴収額通知書 52 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度基準給与簿・職員別給与簿 52 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度寄附金関係 86 磐梯次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度業務運営会議 18 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度運営協議会 18 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度個人番号関係事務（マイナンバー） 20 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度労使関係 45 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度任用関係 44 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度人事関係通知・照会等 44 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度物品借用関係 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度防火管理 15 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度財産借受・土地賃貸借 77 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2019年度 磐梯 総務・管理係 平成３１年度自家用電気工作物保安関係書類 70 磐梯次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（４月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（５月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（６月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（７月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（８月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（９月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（１０月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（１１月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（１２月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（１月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（２月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用団体票（３月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（４月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（５月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（６月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（７月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（８月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（９月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（１０月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（１１月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（１２月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（１月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（２月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用申込書類（３月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０食事申込書原本① 105 磐梯次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０食事申込書原本② 105 磐梯次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０調整プログラム（４月～７月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０調整プログラム（８月～１１月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０調整プログラム（１２月～３月） 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０宿舎割り振り 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０健康カード 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 洋室使用申請書 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係
２０２０年度新型コロナウイルス感染症の影響による受入停止期間
中の団体ファイル

105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 移管

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用者アンケート① 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０事業推進室　日報綴り① 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０事業推進室　日報綴り② 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０利用承諾伺い 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０本部報告書 22 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０登山計画書 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０施設利用キャンセル関連書類① 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０施設利用キャンセル関連書類② 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０施設利用キャンセル関連書類③ 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０施設利用キャンセル関連書類④ 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０施設利用キャンセル関連書類⑤ 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０施設利用キャンセル関連書類⑥ 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 事業推進係 ２０２０起案文書 105 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ばんだい自然体験プログラム 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ばんだいスペースアドベンチャー 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）地域教育課題に対するプログラム 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）探求アワード 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティアセミナー 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティアスキルアップ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ＮＥＡＬリーダー養成講習会 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）保育者・指導者のための「しぜんであそぶ！」体験会 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）「教科指導や学級経営に生かす体験活動の指導」 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）イングリッシュキャンプ「はばたけ！Bandai Bilingual Kids!」 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ばんだいワンダーランド 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）第４回いなわしろフェスティバル（秋） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）第４回いなわしろフェスティバル（冬） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ばんだいキッズキャンプ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）「第６期福島こども未来塾～えがお輝くふくしまの未来～」 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）夢アートプロジェクト「ばんだい音楽鑑賞会」 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）チャレンジ・ジオキャンプ2020 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）わくわくキャンプ
ふれあい学びキャンプ

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティア　リフレクションシート 111 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティア関係 111 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）教育事業
共催・後援申請

26 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）事業成果の公表
事業変更届

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）研修支援関係（指導依頼・創作活動）
依頼団体へのＦＡＸ

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 企画指導専門職（施設）研修支援関係（指導依頼・創作活動）
指導依頼済みＦＡＸ

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年食堂委員会 111 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度運転日誌 33 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年年度検食票 111 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年年度研修 68 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年年度マイクロバス使用申請書 33 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年年度安全運転管理者 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度雇用保険 65 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度財形貯蓄 62 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度東青少協 106 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年会議関係 106 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年休暇簿 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年出勤簿 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度転入・転出者の移管書類 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度郵便・メール便発送簿 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年共済・社会保険関係 63 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度勤務割振 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 59 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度個人調書 57 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度定期健康診断・人間ドック 66 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度文書処理簿 21 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度派遣 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度本部以外からの通知・調査 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度本部通知 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度インターンシップに関すること 31 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度マスメディア関係 26 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度契約決議／支出決議 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度契約伺 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度支払依頼書及び送付簿（支出決議及び支払依頼書） 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度収納報告書綴 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度職員宿舎 91 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度本部契約 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度予算 88 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度回答文書（その他） 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度回答文書（本部） 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度特定建築物点検報告書 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度建築調査・設備検査 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度物品破損報告書 92 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度自動販売機（清涼飲料水・アイス）契約関係 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度創作活動業務委託契約 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度日報 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度作業日誌 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度福島子ども未来塾会計書類 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度体験の風推進事業 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度ボイラー・受電日誌 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度各種業務委託等点検報告書 101 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度宿直警備請負業務日誌 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度清掃作業報告書 96 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度その他 101 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度保健所立入検査 101 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度所長旅行一覧報告書 27 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度洋室使用申請書 100 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度御礼状 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度諸手当認定簿 53 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度年末調整・源泉徴収簿・住民税特別徴収額通知書 52 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度基準給与簿・職員別給与簿 52 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度寄附金関係 86 磐梯次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度業務運営会議 18 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度固定資産（使用許可・各種手続） 82 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度運営協議会 18 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度個人番号関係事務（マイナンバー） 20 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度労使関係 45 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度任用関係 44 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度人事関係通知・照会等 44 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度物品借用関係 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度防火管理 15 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度財産借受・土地賃貸借 77 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 令和２年度自家用電気工作物保安関係書類 70 磐梯次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 点検・評価（業務実績シート等） 18 磐梯次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2020年度 磐梯 総務・管理係 猪苗代町地域防災計画に係る避難所の指定 2 磐梯次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（４月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（５月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（６月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（７月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（８月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（９月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（１０月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（１１月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（１２月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（１月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（２月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用団体票（３月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（４月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（５月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（６月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（７月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（８月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（９月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（１０月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（１１月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（１２月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（１月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（２月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用申込書類（３月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１食事申込書原本① 107 磐梯次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１食事申込書原本② 107 磐梯次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１調整プログラム（４月～７月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１調整プログラム（８月～１１月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１調整プログラム（１２月～３月） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１宿舎割り振り 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１健康カード 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 洋室使用申請書 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１年度新型コロナウイルス感染症の影響による受入停止期間
中の団体ファイル

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 移管

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用者アンケート① 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１事業推進室　日報綴り① 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１事業推進室　日報綴り② 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１利用承諾伺い 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１本部報告書 22 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１登山計画書 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１施設利用キャンセル関連書類① 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１施設利用キャンセル関連書類② 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１施設利用キャンセル関連書類③ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１施設利用キャンセル関連書類④ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１施設利用キャンセル関連書類⑤ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１施設利用キャンセル関連書類⑥ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 ２０２１起案文書 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 磐梯青少年交流の家「新HP」関係 27 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 事業推進係 施設利用時に撮影した写真・映像等の使用に係る承諾書 106 磐梯次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）アクティブ・ジオキャンプ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）学びチャレンジキャンプ・わくわくキャンプ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）地域探求プログラム 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）福島の復興・創成、その先に…明るい未来をOutPut 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）はばたけ！Bandai Bilingual Kids!! 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）磐梯親子カヌーチャレンジ体験会 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）磐梯自然体験プログラム 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）磐梯キッズキャンプ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ふれんどキャンプ（防災編） 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ばんだいアグレッシブキャンプ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）あらうんどキャンプ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）第5回猪苗代フェスティバル春 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）日本の正月文化を楽しもう 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ＮＥＡＬリーダー養成講習会 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティアセミナー 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティアスキルアップ 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）「教科指導や学級経営に生かす体験活動の指導」 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）「第７期福島こども未来塾～えがお輝くふくしまの未来～」 107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティア　リフレクションシート 111 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）ボランティア関係 111 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）教育事業
共催・後援申請

26 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）
事業成果の公表
事業変更届

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）研修支援関係（指導依頼・創作活動）
依頼団体へのＦＡＸ

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 企画指導専門職（施設）
研修支援関係（指導依頼・創作活動）
指導依頼済みＦＡＸ

107 磐梯次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年食堂委員会 113 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度運転日誌 34 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年年度検食票 113 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年年度研修 69 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年年度マイクロバス使用申請書 34 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年年度安全運転管理者 34 磐梯次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度雇用保険 66 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度財形貯蓄 63 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度東青少協 107 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年会議関係 107 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年休暇簿 60 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年出勤簿 60 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度転入・転出者の移管書類 60 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度郵便・メール便発送簿 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年共済・社会保険関係 64 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度勤務割振 60 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 60 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度個人調書 58 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度定期健康診断・人間ドック 67 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度文書処理簿 22 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度派遣 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度本部以外からの通知・調査 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度本部通知 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度インターンシップに関すること 32 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度マスメディア関係 27 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度契約決議／支出決議 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度契約伺 98 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度支払依頼書及び送付簿（支出決議及び支払依頼書） 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度収納報告書綴 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度職員宿舎 92 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度本部契約 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度予算 89 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度回答文書（その他） 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度回答文書（本部） 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度特定建築物点検報告書 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度建築調査・設備検査 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度物品破損報告書 93 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度自動販売機（清涼飲料水・アイス）契約関係 98 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度創作活動業務委託契約 98 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度日報 103 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度作業日誌 103 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄



2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度福島子ども未来塾会計書類 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度体験の風推進事業 97 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度ボイラー・受電日誌 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度各種業務委託等点検報告書 103 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度宿直警備請負業務日誌 103 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度清掃作業報告書 103 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度その他 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度保健所立入検査 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度所長旅行一覧報告書 28 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度洋室使用申請書 102 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度御礼状 23 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度諸手当認定簿 53 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度年末調整・源泉徴収簿・住民税特別徴収額通知書 53 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度基準給与簿・職員別給与簿 53 磐梯次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度寄附金関係 87 磐梯次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度業務運営会議 18 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度固定資産（使用許可・各種手続） 83 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度運営協議会 18 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度個人番号関係事務（マイナンバー） 20 磐梯次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度労使関係 46 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度任用関係 45 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度人事関係通知・照会等 45 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度所内規程・決定事項 11 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度物品借用関係 93 磐梯次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度防火管理 15 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度財産借受・土地賃貸借 77 磐梯次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度法人文書ファイル管理簿 10 磐梯次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 令和３年度自家用電気工作物保安関係書類 70 磐梯次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 点検・評価（業務実績シート等） 18 磐梯次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 廃棄

2021年度 磐梯 総務・管理係 新型コロナウイルス感染症対策について 21 磐梯次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 磐梯次長 移管

1981年度 赤城 庶務 開所１０周年記念関係 4 赤城次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1981年度 赤城 庶務 昭和５６年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1981年度 赤城 庶務 昭和５６年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1982年度 赤城 庶務 昭和５７年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1982年度 赤城 庶務 昭和５７年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1983年度 赤城 庶務 昭和５８年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1983年度 赤城 庶務 昭和５８年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1984年度 赤城 庶務 年報（昭和５９年度） 6 赤城次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1984年度 赤城 庶務 昭和５９年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1984年度 赤城 庶務 昭和５９年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1984年度 赤城 庶務 昭和５９年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1985年度 赤城 庶務 昭和６０年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1985年度 赤城 庶務 昭和６０年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1985年度 赤城 庶務 昭和６０年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1986年度 赤城 庶務 開所１５周年記念関係 4 赤城次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1986年度 赤城 庶務 赤城１5のあゆみ（１９８６年度） 6 赤城次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1986年度 赤城 庶務 年報（昭和６1度） 6 赤城次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1986年度 赤城 庶務 昭和６1度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1986年度 赤城 庶務 昭和６1度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1986年度 赤城 庶務 昭和６１年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1987年度 赤城 庶務 昭和６２年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1987年度 赤城 庶務 昭和６２年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄



1987年度 赤城 庶務 昭和６２年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1988年度 赤城 庶務 昭和６３年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1988年度 赤城 庶務 昭和６３年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1988年度 赤城 庶務 昭和６３年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1989年度 赤城 庶務 平成元年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1989年度 赤城 庶務 平成元年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1989年度 赤城 庶務 平成元年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1990年度 赤城 庶務 平成２年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1990年度 赤城 庶務 平成２年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1990年度 赤城 庶務 平成２年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1991年度 赤城 庶務 開所２０周年記念関係 4 赤城次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1991年度 赤城 庶務 赤城２０年のあゆみ（１９９1度） 6 赤城次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1991年度 赤城 庶務 平成３年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1991年度 赤城 庶務 平成３年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1991年度 赤城 庶務 平成３年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1992年度 赤城 庶務 平成４年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1992年度 赤城 庶務 平成４年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1992年度 赤城 庶務 平成４年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1992年度 赤城 庶務 平成４年度人事関係 44 赤城次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1993年度 赤城 会計 防火管理者任免簿 15 赤城次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1993年度 赤城 庶務 平成５年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1993年度 赤城 庶務 平成５年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1993年度 赤城 庶務 平成５年度国立赤城青年の家機構図 41 赤城次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1993年度 赤城 庶務 平成５年度人事関係 44 赤城次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1994年度 赤城 庶務 平成６年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1994年度 赤城 庶務 平成６年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1994年度 赤城 庶務 平成６年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1994年度 赤城 庶務 平成６年度人事関係 44 赤城次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1995年度 赤城 庶務 平成７年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1995年度 赤城 庶務 平成７年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1995年度 赤城 庶務 平成７年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1995年度 赤城 庶務 平成７年度人事関係 44 赤城次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1996年度 赤城 庶務 平成８年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1996年度 赤城 庶務 平成８年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1996年度 赤城 庶務 平成８年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1996年度 赤城 庶務 平成８年度人事関係 44 赤城次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1997年度 赤城 庶務 平成９年度所報あかぎ 6 赤城次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1997年度 赤城 庶務 平成９年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1997年度 赤城 庶務 平成９年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1997年度 赤城 庶務 平成９年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1997年度 赤城 庶務 平成９年度人事関係 44 赤城次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1998年度 赤城 庶務 平成１０年度所報あかぎ 6 赤城次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1998年度 赤城 庶務 平成１０年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1998年度 赤城 庶務 平成１０年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1998年度 赤城 庶務 平成１０年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1998年度 赤城 庶務 平成１０年度人事関係 44 赤城次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1998年度 赤城 会計 出納官吏所属出納員任免簿 44 赤城次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 庶務 国立赤城青年の家案内（平成１1度） 6 赤城次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 庶務 平成１１年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 庶務 平成１１年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 庶務 平成１１年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 庶務 平成１１年度人事関係 44 赤城次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄



1999年度 赤城 会計 金庫管守責任者引継台帳 44 赤城次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 会計 帳簿金庫検査員任命簿 44 赤城次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

1999年度 赤城 会計 物品検査員任命簿 44 赤城次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 独立行政法人化（規則等資料） 3 赤城次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 独立行政法人化（総括） 3 赤城次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 会計 会計関係規程 11 赤城次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 会計 会計関係規程内規 11 赤城次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 平成１２年度級（等）別定数管理簿 41 赤城次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 平成１２年度級（等）別定数関係 41 赤城次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 職員の処分 44 赤城次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 平成１２年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2000年度 赤城 庶務 平成１２年度人事関係 44 赤城次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2001年度 赤城 庶務 開所３０周年記念関係 4 赤城次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2001年度 赤城 庶務 諸規則（平成１3度～） 11 赤城次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2001年度 赤城 庶務 平成１３年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2001年度 赤城 庶務 平成１３年度人事関係 44 赤城次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2001年度 赤城 庶務 独立行政法人設置に係る諸届出関係（労働基準監督署・職業安定
所）

45 赤城次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2002年度 赤城 庶務 平成１４年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2002年度 赤城 庶務 平成１４年度人事関係 44 赤城次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2003年度 赤城 庶務 平成１５年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2003年度 赤城 庶務 平成１５年度人事関係 44 赤城次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2004年度 赤城 庶務 平成１６年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2004年度 赤城 庶務 平成１６年度人事関係 44 赤城次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2005年度 赤城 庶務 平成１７年度国立赤城青年の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2005年度 赤城 庶務 平成１７年度人事関係 44 赤城次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（３階） 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 管理（施設） 新法人移行時諸手続関係 3 赤城次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 総務 公印制定 5 赤城次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 総務 平成１８年度国立赤城青少年交流の家概要 6 赤城次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 総務 平成１８年度規則制定関係 11 赤城次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 管理（施設） 新法人移行後会計規程等 11 赤城次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 管理（施設） 青少年教育振興機構各種規程等 11 赤城次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 総務 平成１８年度国立赤城青少年交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 総務 人事記録 42 赤城次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2006年度 赤城 総務 平成１８年度人事関係 44 赤城次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2007年度 赤城 総務 平成１９年度国立赤城青少年交流の家概要 6 赤城次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2007年度 赤城 総務 平成１９年度規則制定関係 11 赤城次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2007年度 赤城 総務 平成１９年度国立赤城青少年交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2007年度 赤城 総務 平成１９年度人事関係 44 赤城次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 総務 平成２０年度国立赤城青少年交流の家概要 6 赤城次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 総務 平成２０年度規則制定関係 11 赤城次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 総務 平成２０年度危機管理関係 15 赤城次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 管理（施設） 平成２０年度消防関係 15 赤城次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 総務 平成２０年度国立赤城青少年交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 総務 平成２０年度人事記録 42 赤城次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2008年度 赤城 総務 平成２０年度労使協定関係 45 赤城次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 総務 平成２１年度国立赤城青少年交流の家概要 6 赤城次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 総務 平成２１年度規則制定関係 11 赤城次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 総務 平成２１年度危機管理関係 15 赤城次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 管理（施設） 平成２１年度消防関係 15 赤城次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 総務 平成２１年度国立赤城青少年交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 総務 平成２１年度人事記録 42 赤城次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2009年度 赤城 総務 平成２１年度労使協定関係 45 赤城次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄



2010年度 赤城 総務係 平成２２年度国立赤城青少交流の家概要 6 赤城次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2010年度 赤城 総務係 平成２２年度危機管理関係 15 赤城次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2010年度 赤城 管理係 平成２２年度消防関係 15 赤城次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2010年度 赤城 総務係 平成２２年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2010年度 赤城 総務係 平成２２年度人事記録 42 赤城次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2010年度 赤城 総務係 平成２２年度人事関係 44 赤城次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2010年度 赤城 総務係 平成２２年度労使協定関係 45 赤城次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 総務係 平成２３年度国立赤城青少交流の家概要 6 赤城次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 総務係 平成２３年度危機管理関係 15 赤城次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 管理係 平成２３年度消防関係 15 赤城次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 総務係 平成２３年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 総務係 平成２３年度人事記録 42 赤城次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 総務係 平成２３年度人事関係 44 赤城次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2011年度 赤城 総務係 平成２３年度労使協定関係 45 赤城次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度国立赤城青少交流の家概要 6 赤城次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度危機管理関係 15 赤城次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 管理係 平成２４年度消防関係 15 赤城次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度運営協議会（新しい公共の管理運営にかかる試行的実
施）

18 赤城次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度業務実績シート 18 赤城次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度人事記録 42 赤城次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度人事関係 44 赤城次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度労使協定関係 45 赤城次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 総務係 平成２４年度労働災害関係 51 赤城次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 管理係 平成２４年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2012年度 赤城 管理係 平成２４年度ＰＣＢ関係 85 赤城次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度危機管理関係 15 赤城次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度運営協議会 18 赤城次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度業務実績シート 18 赤城次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度執行会議 18 赤城次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度人事記録 42 赤城次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度人事関係 44 赤城次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 総務係 平成２５年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 管理係 平成２５年度消防関係 15 赤城次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 管理係 平成２５年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2013年度 赤城 管理係 平成２５年度ＰＣＢ関係 85 赤城次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度危機管理関係 15 赤城次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度運営協議会 18 赤城次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度業務実績シート 18 赤城次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度執行会議 18 赤城次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度人事記録 42 赤城次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 総務係 平成２６年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 管理係 平成２６年度消防関係 15 赤城次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 管理係 平成２６年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2014年度 赤城 管理係 平成２６年度ＰＣＢ関係 85 赤城次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄



2015年度 赤城 総務係 平成２７年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度危機管理関係 15 赤城次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度運営協議会 18 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度業務実績シート 18 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度執行会議 18 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度個人情報 20 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度人事記録 42 赤城次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 総務係 平成２７年度年末調整関係 86 赤城次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 管理係 平成２７年度消防関係 15 赤城次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 管理係 平成２７年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2015年度 赤城 管理係 平成２７年度月次報告書等 86 赤城次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度危機管理関係 15 赤城次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度運営協議会 18 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度業務実績シート 18 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度執行会議 18 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度個人情報 20 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度人事記録 42 赤城次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度昇給・昇格・期末勤勉手当関係 52 赤城次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度基準給与簿等 52 赤城次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度諸手当認定簿 53 赤城次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 総務係 平成２８年度年末調整関係 86 赤城次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 管理係 平成２８年度消防関係 15 赤城次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 管理係 平成２８年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2016年度 赤城 管理係 平成２８年度月次報告書等 86 赤城次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務 平成２９年度規則制定関係 11 赤城次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度危機管理関係 15 赤城次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度運営協議会 18 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度業務実績シート 18 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度執行会議 18 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度個人情報 20 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度所長・次長会議関係 21 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度電報綴・訃報 22 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等） 22 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度本部・他機関文書（依頼・照会／回答等） 22 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係
平成２９年度本部・他機関文書（三水会・富士見商工会・赤城自然
塾）

22 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄



2017年度 赤城 総務係 平成２９年度調査関係 22 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度全体会議 22 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度監査関係 24 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度共催・後援等名義使用関係 25 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度旅行計画書／報告書・旅行命令簿／依頼簿等 27 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度Ｗｅｂ管理 29 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度人事記録 42 赤城次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度昇給・昇格・期末勤勉手当関係 52 赤城次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度基準給与簿等 52 赤城次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度諸手当認定簿 53 赤城次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度人事評価 56 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度個人調書 57 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年出勤簿 59 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度休暇簿 59 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度勤務時間割振関係綴（割振・振替） 59 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度時間外勤務予定書 59 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度財形貯蓄関係 62 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度共済関係 63 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度雇用保険関係 65 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度団体生命保険関係 65 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度健康診断・人間ドック関係 66 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度年末調整関係 86 赤城次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 総務係 平成２９年度青少年施設協議会（関青協・群青協） 106 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度消防関係 15 赤城次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度月次報告書等 86 赤城次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度予算関係 88 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度調書・通知 90 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度自家用電気工作物点検報告書 96 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度受水槽・浄化槽保守点検報告書 96 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度水質検査関係 96 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度入札関係 97 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度契約関係 97 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度契約決議書 97 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度無線関係 97 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度債主登録依頼書 98 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度浴室棟等保守管理日誌 102 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度警備日誌 102 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 管理係 平成２９年度清掃作業日誌 102 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度自然体験活動指導者養成研修会（リーダー研修） 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度自然体験活動指導者養成研修会（インストラクター研
修）

105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度教員免許状更新講習 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度ボランティア養成セミナー 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度リスクマネジメントセミナー 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度青少年教育施設職員研修 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度赤城少年院 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度生活・自立支援キャンプ 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄



2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度あかぎ自分発見キャンプ 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度フレンドシップキャンプ（通学合宿） 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度赤城山エコツーリズム協議会への運営協力 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度あかぎ体験お届け隊 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度あかぎ自然体験フォーラム 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度桜フェスタ 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度秋のアウトドアフェスタ 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度風っ子ファーム事業 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度スポーツ交流デイ 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度赤城自然エネルギー体験の家プロジェクト（科学実験
教室）

105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度子どもゆめ基金説明会 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室
平成２９年度森のようちえんプロジェクト　　※あかぎの森のようちえ
んとの協働事業

105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度あかぎ森林守り隊～交流の森創造プロジェクト～ 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度あかぎ多文化共生推進事業 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室
平成２９年度赤城やまなみチャレンジキャンプ
(７泊８日キャンプ)

105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度サンサンかがやきキャンプ
(障がい児キャンプ)

105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度絹産業遺産を題材にした体験プログラムの開発 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度学校プログラム支援事業 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度キャンセル綴 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度利用受付票 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度日程表綴 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度宿舎割綴 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度食堂支払い料金徴収確認日報綴 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度請求書綴 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度アンケート綴 105 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度食事申込書 106 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2017年度 赤城 事業推進室 平成２９年度社会教育実習 110 赤城次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務 平成３０年度規則制定関係 11 赤城次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度危機管理関係 15 赤城次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度消防関係 15 赤城次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度運営協議会 18 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度業務実績シート 18 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度執行会議 18 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度個人情報 20 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度所長・次長会議関係 21 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度電報綴・訃報 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等） 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度本部・他機関文書（依頼・照会／回答等） 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係
平成３０年度本部・他機関文書（三水会・富士見商工会・赤城自然
塾）

22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度調査関係 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度全体会議 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等）② 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等）③ 22 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度監査関係 24 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度共催・後援等名義使用関係 25 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 マスコットキャラクター「ササビー」新イラスト募集 26 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度旅行計画書／報告書・旅行命令簿／依頼簿等 27 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度旅行命令・依頼② 27 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度Ｗｅｂ管理 29 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄



2018年度 赤城 総務係 平成３０年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度人事記録 42 赤城次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度昇給・昇格・期末勤勉手当関係 52 赤城次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度基準給与簿等 52 赤城次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度諸手当認定簿 53 赤城次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度人事評価 56 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度個人調書 57 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年出勤簿 59 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度休暇簿 59 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度勤務時間割振関係綴（割振・振替） 59 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度時間外勤務予定書 59 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度財形貯蓄関係 62 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度共済関係 63 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度雇用保険関係 65 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度団体生命保険関係 65 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度健康診断・人間ドック関係 66 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度年末調整関係 86 赤城次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度公益法人等への会費等支出伺 86 赤城次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度月次報告書等 86 赤城次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度予算関係 88 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度調書・通知 90 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度自家用電気工作物点検報告書 96 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度受水槽・浄化槽保守点検報告書 96 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度水質検査関係 96 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度後納郵便・宅配便業者契約関係 97 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度入札関係 97 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度契約関係 97 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度契約決議書 97 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度無線関係 97 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度債主登録依頼書 98 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度浴室棟等保守管理日誌 102 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度警備日誌 102 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 管理係 平成３０年度清掃作業日誌 102 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度自然体験活動指導者養成研修会（リーダー研修） 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係
平成３０年度自然体験活動指導者養成研修会（インストラクター研
修）

105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度教員免許状更新講習 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度ボランティア養成セミナー 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度リスクマネジメントセミナー 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度青少年教育施設職員研修 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度赤城少年院 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度生活・自立支援キャンプ 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度あかぎ自分発見キャンプ 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度フレンドシップキャンプ（通学合宿） 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度赤城山エコツーリズム協議会への運営協力 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度あかぎ体験お届け隊 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度あかぎ自然体験フォーラム 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度桜フェスタ 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄



2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度秋のアウトドアフェスタ 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度風っ子ファーム事業 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度スポーツ交流デイ 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職
平成３０年度赤城自然エネルギー体験の家プロジェクト（科学実験
教室）

105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→総務係 平成３０年度子どもゆめ基金説明会 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係
平成３０年度森のようちえんプロジェクト　　※あかぎの森のようちえ
んとの協働事業

105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度あかぎ森林守り隊～交流の森創造プロジェクト～ 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度あかぎ多文化共生推進事業 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職
平成３０年度赤城やまなみチャレンジキャンプ
(７泊８日キャンプ)

105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職
平成３０年度サンサンかがやきキャンプ
(障がい児キャンプ)

105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度絹産業遺産を題材にした体験プログラムの開発 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→企画指導専門職 平成３０年度学校プログラム支援事業 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度キャンセル綴 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度利用受付票 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度日程表綴 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度宿舎割綴 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度食堂支払い料金徴収確認日報綴 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度請求書綴 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度アンケート綴 105 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 総務係 平成３０年度青少年施設協議会（関青協・群青協） 106 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度食事申込書 106 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2018年度 赤城 事業推進室→事業推進係 平成３０年度社会教育実習 110 赤城次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務 令和元年度規則制定関係 11 赤城次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度危機管理関係 15 赤城次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度消防関係 15 赤城次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度運営協議会 18 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度業務実績シート 18 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度連絡会 18 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度全体会 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度個人情報 20 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度所長・次長会議関係 21 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度電報綴・訃報 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等） 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度本部・他機関文書（依頼・照会／回答等） 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度本部・他機関文書（三水会・富士見商工会・赤城自然
塾）

22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度事業推進係綴 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度企画指導専門職綴 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度調査関係 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度全体会 22 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度監査関係 24 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度共催・後援等名義使用関係 25 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度旅行計画書／報告書・旅行命令簿／依頼簿等 27 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度Ｗｅｂ管理 29 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度文書送付簿綴 32 赤城次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度運転日誌 33 赤城次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度自動車安全運転業務管理 33 赤城次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度人事記録 42 赤城次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄



2019年度 赤城 総務係 令和元年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度昇給・昇格・期末勤勉手当関係 52 赤城次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度基準給与簿等 52 赤城次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度諸手当認定簿 53 赤城次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度人事評価 56 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度個人調書 57 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年出勤簿 59 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度休暇簿 59 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度勤務時間割振関係綴（割振・振替） 59 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度時間外勤務予定書 59 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度財形貯蓄関係 62 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度共済関係 63 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度雇用保険関係 65 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度団体生命保険関係 65 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度健康診断・人間ドック関係 66 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度兼業許可・贈与等報告書 67 赤城次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度研修関係 68 赤城次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度年末調整関係 86 赤城次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度公益法人等への会費等支出伺 86 赤城次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度月次報告書等 86 赤城次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度予算関係 88 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度調書・通知 90 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度自家用電気工作物点検報告書 96 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度受水槽・浄化槽保守点検報告書 96 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度水質検査関係 96 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度後納郵便・宅配便業者契約関係 97 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度入札関係 97 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度契約関係 97 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度契約決議書 97 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度無線関係 97 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度債主登録依頼書 98 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度浴室棟等保守管理日誌 102 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度警備日誌 102 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 管理係 令和元年度清掃作業日誌 102 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度教員免許状更新講習 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度ボランティア養成セミナー 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度青少年教育施設職員研修 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度セルフディスカバリーキャンプ 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度限界突破キャンプ 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度イングリッシュアドベンチャー 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度チャンスフォーオールチルドレン 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度利用団体のための体験活動研修会 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度研修指導員関係綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度自然体験活動指導者養成研修会（リーダー研修） 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度赤城フェスタ 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度自然を活用する発達段階に応じた運動プログラム推進
事業

105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度育パパ＆育ママ応援ファミリーキャンプin国立赤城青少
年交流の家

105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度出前事業関連 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度キャンセル綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄



2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度利用申込書 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度日程表綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度宿舎割綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度食堂支払い料金徴収確認日報綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度銀行振込請求書綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度（令和２年度利用）先行予約 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度利用承諾書伺綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度コンビニ支払銀行振込請求書綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度アンケート綴 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度疾病処置報告書 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度傷病記録 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 事業推進係 令和元年度利用の手引き 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（２階） 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度子どもゆめ基金説明会 105 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 総務係 令和元年度青少年施設協議会（関青協・群青協） 106 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 廊下書棚 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度ボランティアコーディネーター 109 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度ボランティアアンケート綴 109 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度法人ボランティア登録・更新綴 109 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2019年度 赤城 企画指導専門職 令和元年度社会教育実習 110 赤城次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務 令和２年度規則制定関係 11 赤城次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度危機管理関係 15 赤城次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度消防関係 15 赤城次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度運営協議会 18 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度業務実績シート 18 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度連絡会 18 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度全体会 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度個人情報 20 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度所長・次長会議関係 21 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度電報綴・訃報 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等） 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度本部・他機関文書（依頼・照会／回答等） 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度本部・他機関文書（三水会・富士見商工会・赤城自然塾） 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度事業推進係綴 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度企画指導専門職綴 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度調査関係 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度全体会 22 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度監査関係 24 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度共催・後援等名義使用関係 25 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度旅行計画書／報告書・旅行命令簿／依頼簿等 27 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度Ｗｅｂ管理 29 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度文書送付簿綴 32 赤城次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度運転日誌 33 赤城次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度自動車安全運転業務管理 33 赤城次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度人事記録 42 赤城次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度昇給・昇格・期末勤勉手当関係 52 赤城次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄



2020年度 赤城 総務係 令和２年度基準給与簿等 52 赤城次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度諸手当認定簿 53 赤城次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度人事評価 56 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度個人調書 57 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年出勤簿 59 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度休暇簿 59 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度勤務時間割振関係綴（割振・振替） 59 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度時間外勤務予定書 59 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度財形貯蓄関係 62 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度共済関係 63 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度雇用保険関係 65 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度団体生命保険関係 65 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度健康診断・人間ドック関係 66 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度兼業許可・贈与等報告書 67 赤城次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度研修関係 68 赤城次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度不動産貸付関係 82 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度年末調整関係 86 赤城次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度公益法人等への会費等支出伺 86 赤城次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度月次報告書等 86 赤城次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度予算関係 88 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度調書・通知 90 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度自家用電気工作物点検報告書 96 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度受水槽・浄化槽保守点検報告書 96 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度水質検査関係 96 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度後納郵便・宅配便業者契約関係 97 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度入札関係 97 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度契約関係 97 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度契約決議書 97 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度無線関係 97 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２元年度債主登録依頼書 98 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度浴室棟等保守管理日誌 102 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度警備日誌 102 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 管理係 令和２年度清掃作業日誌 102 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度教員免許状更新講習 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度ボランティア養成セミナー&NEALリーダー養成事業 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度親子で登山 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度イングリッシュアドベンチャー 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度生活自立支援キャンプ 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度研修指導員関係綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度赤城フェスタ 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度地域の教育的課題に対応するプログラム開発 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職
令和２年度育パパ＆育ママ応援ファミリーキャンプin国立赤城青少
年交流の家

105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度親子キャンプ秋～ササビーと遊ぼう～ 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度親子キャンプ冬～ササビーと遊ぼう～ 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度地域探究プログラム 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度出前事業関連 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度キャンセル綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度利用申込書 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度日程表綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度宿舎割綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度食堂支払い料金徴収確認日報綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度銀行振込請求書綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄



2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度（令和２年度利用）先行予約 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度利用承諾書伺綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度コンビニ支払銀行振込請求書綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度アンケート綴 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度疾病処置報告書 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度傷病記録 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 事業推進係 令和２年度利用の手引き 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度子どもゆめ基金説明会 105 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度青少年施設協議会（関青協・群青協） 106 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度ボランティアコーディネーター 109 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度ボランティアアンケート綴 109 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度法人ボランティア登録・更新綴 109 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 企画指導専門職 令和２年度社会教育実習 110 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 開所５０周年記念式典関係 4 赤城次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2020年度 赤城 総務係 令和２年度新型コロナウイルス感染症対策に関連するもの 113 赤城次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 赤城次長 移管

2020年度 赤城 総務係 令和２年度学生サポーターに関すること 114 赤城次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度関係機関との協定・覚書関係 2 赤城次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度法人文書ファイル管理簿関係 10 赤城次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務 令和３年度規則制定関係 11 赤城次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度危機管理関係 15 赤城次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度消防関係 15 赤城次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度運営協議会 18 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度業務実績シート 18 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度連絡会 18 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度全体研修会 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度個人情報 20 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度マイナンバー関係（台帳除く） 20 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度所長・次長会議関係 21 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度電報綴・訃報 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度本部・他機関文書（通知・報告・案内等） 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度本部・他機関文書（依頼・照会／回答等） 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度本部・他機関文書（三水会・富士見商工会・赤城自然塾） 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度事業推進係起案綴 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度企画指導専門職綴 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度調査関係 22 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度監査関係 24 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度共催・後援等名義使用関係 25 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度旅行計画書／報告書・旅行命令簿／依頼簿等 27 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度Ｗｅｂ管理 29 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度文書送付簿綴 32 赤城次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度運転日誌 33 赤城次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度自動車安全運転管理業務 33 赤城次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度当直日誌 36 赤城次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度宿直勤務変更願 36 赤城次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度国立赤城青少交流の家職員名簿・機構図 41 赤城次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度人事記録 42 赤城次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度人事関係（常勤職員） 44 赤城次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度労使協定・労働基準監督署関係 45 赤城次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度人事関係（非常勤職員・研修指導員） 47 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度栄典・表彰関係 48 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度昇給・昇格・期末勤勉手当関係 52 赤城次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度基準給与簿等 52 赤城次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄



2021年度 赤城 総務係 令和３年度諸手当認定簿 53 赤城次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度人事評価 56 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度個人調書 57 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年出勤簿 59 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度休暇簿 59 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度勤務時間割振関係綴（割振・振替） 59 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度時間外勤務管理簿 59 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度労働時間申請書 59 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度財形貯蓄関係 62 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度共済関係 63 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度雇用保険関係 65 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度団体生命保険関係 65 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度健康診断・人間ドック関係 66 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度兼業許可・贈与等報告書 67 赤城次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度研修関係 68 赤城次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度年末調整関係 86 赤城次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度公益法人等への会費等支出伺 86 赤城次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度月次報告書等 86 赤城次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度予算関係 88 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度調書・通知 90 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度受水槽・浄化槽保守点検報告書 96 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度水質検査関係 96 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度入札関係 97 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度契約関係 97 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度契約決議書 97 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度無線関係 97 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和２元年度債主登録依頼書 98 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度浴室棟等保守管理日誌 102 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度警備日誌 102 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度清掃作業日誌 102 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度供覧綴 115 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度各種メンテナンス報告書等 116 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度物品購入伺綴 117 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度寄附受入綴 118 赤城次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 管理係 令和３年度給食業務衛生管理点検表 119 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度教員免許状更新講習 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度ボランティア養成セミナー&NEALリーダー養成事業 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度生活自立支援キャンプ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度研修指導員関係綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度赤城フェスタ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度中学生を対象とした地域の実情をふまえた体験活動事
業

105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職
令和３年度育パパ＆育ママ応援ファミリーキャンプin国立赤城青少
年交流の家

105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度親子キャンプ～ササビーと遊ぼう～ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度地域探究プログラム 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度あかぎ防災キャンプ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度安全管理 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度子どもゆめ基金20周年記念事業 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度限界突破キャンプ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度さくらフェスタ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度大学生演劇Labo in あかぎ 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度出前事業関連 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度キャンセル綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄



2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度利用申込書 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度日程表綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度宿舎割綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度食堂支払い料金徴収確認日報綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度銀行振込請求書綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度（令和４年度利用）先行予約 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度利用承諾書伺綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度コンビニ支払銀行振込請求書綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度利用者アンケート綴 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度疾病処置報告書 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度傷病記録 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 令和３年度利用の手引き 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度子どもゆめ基金説明会 105 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度青少年施設協議会（関青協・群青協） 106 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度ボランティアコーディネーター 109 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度ボランティアアンケート綴 109 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度法人ボランティア登録・更新綴 109 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 企画指導専門職 令和３年度社会教育実習 110 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係
令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動実行委員会起
案綴

112 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 事業推進係 ファミリー会員制度「ササビークラブ」 112 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

2021年度 赤城 総務係 令和３年度新型コロナウイルス感染症対策に関連するもの 113 赤城次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 赤城次長 移管

2021年度 赤城 総務係 令和３年度学生サポーターに関すること 114 赤城次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 赤城次長 廃棄

1971年度 能登 庶務 個人番号台帳 42 能登次長 1972年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

1971年度 能登 庶務 国立能登青年の家規程集 4 能登次長 1972年4月1日 無期限 未定 紙 事務室１ 能登次長 廃棄

1971年度 能登 庶務 人事記録 42 能登次長 1972年4月1日 無期限 未定 紙 事務室１ 能登次長 廃棄

1982年度 能登 庶務 １０年のあゆみ 4 能登次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

1987年度 能登 庶務 １５年のあゆみ 4 能登次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

1992年度 能登 庶務 ２０年のあゆみ 4 能登次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

1997年度 能登 庶務 ２５年のあゆみ 4 能登次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

2001年度 能登 会計 固定資産台帳 76 能登次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室１ 能登次長 廃棄

2002年度 能登 庶務 開所３０周年記念事業 4 能登次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

2002年度 能登 庶務 ３０年のあゆみ 4 能登次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 能登次長 廃棄

2008年度 能登 総務 防火管理関係 15 能登次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 能登事務室 能登次長 廃棄

2009年度 能登 総務 防火管理関係 15 能登次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2010年度 能登 総務係 防火管理関係 15 能登次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2011年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2011年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2011年度 能登 総務係 開所40周年記念事業 4 能登次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 栄典・叙勲関係 48 能登次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 自己点検・内部評価関係 18 能登次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 管理係 平成24年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 管理係 平成24年度概算要求関係ファイル 79 能登次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 防火管理関係 15 能登次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2012年度 能登 総務係 開所40周年記念事業 4 能登次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 総務係 栄典・叙勲関係 48 能登次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 管理係 平成25年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄



2013年度 能登 管理係 平成25年度概算要求関係ファイル 79 能登次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 総務係 防火管理関係 15 能登次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2013年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 能登書庫 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 年度計画 18 能登次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 栄典・叙勲関係 48 能登次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 管理係 平成26年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2014年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 86 能登次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 年度計画 18 能登次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 栄典・叙勲関係 48 能登次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 管理係 平成27年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2015年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 給与支給・勤務時間報告書 52 能登次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 86 能登次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 管理係 平成28年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 栄典・叙勲関係 48 能登次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2016年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 ボランティア関係 109 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 事故報告書 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 損害保険関係 30 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 野外炊飯・創作活動等経費支払い計算書 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 利用団体票 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 料金徴収確認日報・施設使用料等請求書 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 利用団体アンケート 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 利用の手引き 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 プログラム調整会 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 活動プログラム一覧表 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 広報活動・利用促進 26 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 次年度利用団体受入調整 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 本部調査回答 22 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 外部からの照会・調査回答・その他 22 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 宿舎割振帳 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 利用申込み台帳 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 外国人研修団体　利用承諾書 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 事業推進係 のともファミリー会員 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 桜まつり 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 能登　オープンデー 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職
ボランティア養成事業兼自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成事
業「やる気！元気！ボランティア！」

105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 チャレンジヨットセーリング 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2017年度 能登 企画指導専門職 「ねばり強く取り組み、生き抜く子供の育成」を目指した取り組み
「石川縦断キャンプ　Active2017」

105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 発達段階に応じた体験活動　「幼小いっしょに！のとまり会」 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 貧困対策事業「生活自立支援キャンプ」 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 所長杯少年サッカー大会 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 剣士がつどう眉丈台 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 所長杯争奪中学校剣道大会 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 所長杯グラウンドゴルフ大会 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 幼児版生活力チャレンジ 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 ホップ・ステップ・Camp 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 のともキッズキャンプ 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 大人のためのものづくり体験 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 にっぽんを味わう 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 中学生柔道強化合宿 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 少年フットサル大会
ＮＯＴＯカップ

105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 未来の教員のための合同合宿 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 サイエンスワールド 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 体験活動をとおして青少年の自立を促進するためのプログラム開発 107 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 自然体験活動指導者(ＮＥＡＬ）養成事業関係 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 幼児期の運動プログラム普及事業 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 免許状更新講習「教科指導・学級経営に生かす体験活動」 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 のともファミリー感謝祭 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 ファミリー・デイキャンプ 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 管理係 平成29年度契約決議書ファイル 97 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 管理係 平成29年度契約関係ファイル 97 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 管理係 平成29年度予算決算関係ファイル 88 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 石川県青少年教育施設協議会 106 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 東海北陸地区青少年教育施設協議会 106 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 105 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 会議等出張・外出関係 27 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 休暇簿 59 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 共済関係 63 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 雇用保険関係 65 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 団体扱い保険 64 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 後納郵便差出票 96 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 財形貯蓄関係 62 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 学生サポーター 114 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 職員定期健康診断 66 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 人事異動関係 54 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 文書処理簿 21 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 照会・回答・通知（本部） 22 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 照会・回答・通知（人事・給与関係） 22 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 照会・回答・通知（その他） 22 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 人事評価シート 56 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 レタックス原議書・訃報 22 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 社会保険関係 65 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 旅行命令簿 27 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 旅行依頼簿 27 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 休日振替簿・代休指定簿 59 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 時間外勤務書・時間外勤務管理簿 59 能登次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 給与支給・勤務時間報告書 52 能登次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 86 能登次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 管理係 平成29年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2017年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 栄典・叙勲関係 48 能登次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 企画指導専門職 野外活動危機防止マニュアル 104 能登次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2017年度 能登 総務係 危機管理マニュアル 104 能登次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 ボランティア関係 109 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 事故報告書 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 損害保険関係 30 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 野外炊飯・創作活動等経費支払い計算書 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 利用団体票 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 料金徴収確認日報・施設使用料等請求書 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 利用団体アンケート 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 利用の手引き 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 プログラム調整会 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 活動プログラム一覧表 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 広報活動・利用促進 26 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 次年度利用団体受入調整 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 本部調査回答 22 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 外部からの照会・調査回答・その他 22 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 宿舎割振帳 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 利用申込み台帳 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 外国人研修団体　利用承諾書 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 事業推進係 のともファミリー会員 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 桜まつり 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 能登　オープンデー 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 ボランティア養成事業兼自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成事
業「やる気！元気！ボランティア！」

105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 チャレンジヨットセーリング 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 「ねばり強く取り組み、生き抜く子供の育成」を目指した取り組み
「石川縦断キャンプ　Active2017」

105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 発達段階に応じた体験活動　「幼小いっしょに！のとまり会」 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 貧困対策事業「生活自立支援キャンプ」 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 所長杯少年サッカー大会 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 剣士がつどう眉丈台 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 所長杯争奪中学校剣道大会 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 所長杯グラウンドゴルフ大会 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 幼児版生活力チャレンジ 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 ホップ・ステップ・Camp 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 のともキッズキャンプ 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 大人のためのものづくり体験 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 にっぽんを味わう 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 中学生柔道強化合宿 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職
少年フットサル大会
ＮＯＴＯカップ

105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 未来の教員のための合同合宿 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 サイエンスワールド 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 体験活動をとおして青少年の自立を促進するためのプログラム開発 107 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 自然体験活動指導者(ＮＥＡＬ）養成事業関係 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 幼児期の運動プログラム普及事業 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 免許状更新講習「教科指導・学級経営に生かす体験活動」 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 のともファミリー感謝祭 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 ファミリー・デイキャンプ 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 管理係 平成30年度契約決議書ファイル 97 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2018年度 能登 管理係 平成30年度契約関係ファイル 97 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 管理係 平成30年度工事関係ファイル 101 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 管理係 平成30年度予算決算関係ファイル 88 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 石川県青少年教育施設協議会 106 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 東海北陸地区青少年教育施設協議会 106 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 105 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 会議等出張・外出関係 27 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 休暇簿 59 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 共済関係 63 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 雇用保険関係 65 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 団体扱い保険 64 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 後納郵便差出票 96 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 財形貯蓄関係 62 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 指定運転者の指定関係 33 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 職員定期健康診断 66 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 人事異動関係 54 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 文書処理簿 21 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 照会・回答・通知（本部） 22 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 照会・回答・通知（人事・給与関係） 22 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 照会・回答・通知（その他） 22 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 人事評価シート 56 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 レタックス原議書・訃報 22 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 勤務割り振り 59 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 社会保険関係 65 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 旅行命令伺兼命令簿 27 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 旅行命令伺兼依頼簿 27 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 休日振替簿・代休指定簿 59 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 時間外勤務書・時間外勤務管理簿 59 能登次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 給与支給・勤務時間報告書 52 能登次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 86 能登次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 管理係 平成30年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 企画指導専門職 野外活動危機防止マニュアル 104 能登次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2018年度 能登 総務係 危機管理マニュアル 104 能登次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 サービス向上委員会 111 能登次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 ボランティア関係 109 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 事故報告書 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 損害保険関係 30 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 野外炊飯・創作活動等経費支払い計算書 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 利用団体票 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 料金徴収確認日報・施設使用料等請求書 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 利用団体アンケート 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 利用の手引き 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 プログラム調整会 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 活動プログラム一覧表 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 広報活動・利用促進 26 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 次年度利用団体受入調整 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 本部調査回答 22 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2019年度 能登 事業推進係 外部からの照会・調査回答・その他 22 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 宿舎割振帳 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 利用申込み台帳 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 外国人研修団体　利用承諾書 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 事業推進係 のともファミリー会員 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 桜まつり 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 能登　オープンデー 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 ボランティア養成事業兼自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成事
業「やる気！元気！ボランティア！」

105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 チャレンジヨットセーリング 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 長期キャンプ　Active 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 幼小いっしょに！のとまり会 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 貧困対策事業「生活自立支援キャンプ」 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 所長杯少年サッカー大会 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 剣士がつどう眉丈台 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 所長杯争奪中学校剣道大会 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 所長杯グラウンドゴルフ大会 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 ホップ・ステップ・Camp 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 のともキッズキャンプ 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 ファミリークッキング 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 中学生柔道強化合宿 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 少年フットサル大会
ＮＯＴＯカップ

105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 未来の教員のための合同合宿 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 サイエンスワールド 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 体験活動をとおして青少年の自立を促進するためのプログラム開発 107 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 自然体験活動指導者(ＮＥＡＬ）養成事業関係 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 幼児期の運動プログラム普及事業 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 免許状更新講習「教科指導・学級経営に生かす体験活動」 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 のともファミリー感謝祭 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 ファミリーキャンプ 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 プログラミング事業 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 ＨＡＫＵＩイングリッシュキャンプ 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 地域探究プログラム 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 ＮＯＴＯイングリッシュキャンプ 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 後援名義(企画事業等後援名義使用　他) 106 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 いしかわ自然学校・いしかわ子ども自然学校・県民大学校 106 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 企画指導専門職 野外活動危機防止マニュアル 104 能登次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 管理係 平成31年・令和元年度工事関係ファイル 101 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 管理係 平成31年・令和元年度契約決議書ファイル 97 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 管理係 平成31年・令和元年度契約関係ファイル 97 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 管理係 平成31年・令和元年度予算決算関係ファイル 88 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 管理係 平成31年・令和元年度固定資産関係ファイル 80 能登次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 危機管理マニュアル 104 能登次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 105 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 自動車運行日誌 33 能登次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 大型バス等運転講習 33 能登次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 後納郵便物等取扱票 96 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 労働条件通知書（常勤職員） 42 能登次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 労働条件通知書（非常勤職員） 47 能登次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 機構図 41 能登次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 覚書 44 能登次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 石川県青少年教育施設協議会 106 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2019年度 能登 総務係 会議等出張・外出関係 27 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 休暇簿 59 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 共済関係 63 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 雇用保険関係 65 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 団体扱い保険 64 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 後納郵便差出票 96 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 財形貯蓄関係 62 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 指定運転者の指定関係 33 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 施設業務運営委員会 18 能登次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 職員定期健康診断 66 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 人事異動関係 54 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 安全運転管理関係 33 能登次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 86 能登次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 職員研修関係 68 能登次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 照会・回答・通知（本部） 22 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 照会・回答・通知（人事・給与関係） 22 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 照会・回答・通知（その他） 22 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 勤務割り振り 59 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 所内整備 99 能登次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 給与支給・勤務時間報告書 52 能登次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 社会保険関係 65 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 旅行命令伺兼命令簿 27 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 旅行命令伺兼依頼簿 27 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 休日振替簿・代休指定簿 59 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 時間外勤務書・時間外勤務管理簿 59 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 年末調整関係 52 能登次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 労使協定関係 45 能登次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 文書処理簿 21 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2019年度 能登 総務係 人事評価シート 56 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 サービス向上委員会 107 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 ボランティア関係 111 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 事故報告書 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 損害保険関係 31 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 野外炊飯・創作活動等経費支払い計算書 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 利用団体票 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 料金徴収確認日報・施設使用料等請求書 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 利用団体アンケート 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 利用の手引き 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 プログラム調整会 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 活動プログラム一覧表 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 広報活動・利用促進 27 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 次年度利用団体受入調整 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 本部調査回答 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 外部からの照会・調査回答・その他 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 宿舎割振帳 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 利用申込み台帳 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 外国人研修団体　利用承諾書 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 のともファミリー会員 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 広報委員会 27 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 事業推進係 新型コロナウイルス関係 21 能登次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 能登次長 移管



2020年度 能登 企画指導専門職 桜まつり 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 能登　オープンデー 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職
ボランティア養成事業兼自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成事
業「やる気！元気！ボランティア！」

107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 チャレンジヨットセーリング 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 長期キャンプ　Active 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 幼小いっしょに！のとまり会 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 貧困対策事業「生活自立支援キャンプ」 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 所長杯少年サッカー大会 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 剣士がつどう眉丈台 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 所長杯争奪中学校剣道大会 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 所長杯グラウンドゴルフ大会 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 ホップ・ステップ・Camp 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 のともキッズキャンプ 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 ファミリークッキング 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 中学生柔道強化合宿 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 少年フットサル大会
ＮＯＴＯカップ

107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 未来の教員のための合同合宿 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 サイエンスワールド 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 体験活動をとおして青少年の自立を促進するためのプログラム開発 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 自然体験活動指導者(ＮＥＡＬ）養成事業関係 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 幼児期の運動プログラム普及事業 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 免許状更新講習「教科指導・学級経営に生かす体験活動」 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 のともファミリー感謝祭 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 ファミリーキャンプ 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 プログラミング事業 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 ＨＡＫＵＩイングリッシュキャンプ 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 地域探究プログラム 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 ＮＯＴＯイングリッシュキャンプ 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 後援名義(企画事業等後援名義使用　他) 26 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 いしかわ自然学校・いしかわ子ども自然学校・県民大学校 108 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 企画指導専門職 野外活動危機防止マニュアル 105 能登次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 危機管理マニュアル 105 能登次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 107 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 自動車運行日誌 34 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 大型バス等運転講習 34 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 後納郵便物等取扱票 97 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 労働条件通知書（非常勤職員） 48 能登次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 機構図 42 能登次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 覚書 45 能登次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 石川県青少年教育施設協議会 108 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 会議等出張・外出関係 28 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 休暇簿 60 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 共済関係 64 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 雇用保険関係 66 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 団体扱い保険 65 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 後納郵便差出票 97 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 財形貯蓄関係 63 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 指定運転者の指定関係 34 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 職員健康診断 67 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 人事異動関係 55 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2020年度 能登 総務係 安全運転管理関係 34 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 87 能登次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 職員研修関係 69 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 照会・回答・通知（本部） 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 照会・回答・通知（人事・給与関係） 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 照会・回答・通知（その他） 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 勤務割り振り 60 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 所内整備 100 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 給与支給・勤務時間報告書 53 能登次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 社会保険関係 66 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 旅行命令伺兼命令簿 28 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 旅行命令伺兼依頼簿 28 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 休日振替簿・代休指定簿 60 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 勤務表兼時間外勤務書・勤務時間変更簿 60 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 年末調整関係 53 能登次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 労使協定関係 46 能登次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 文書処理簿 22 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 人事評価シート 57 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 規程関係 11 能登次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 衛生推進者関係 67 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 レタックス原議書・訃報 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議 108 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 人事異動関係（非常勤） 55 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 職員健康チェック表・健康観察票 67 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 公印等使用簿 33 能登次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 施設内安全点検 67 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 文書管理関係（法人文書管理簿） 10 能登次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 届出関係 23 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 総務係 出勤簿 60 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度工事関係ファイル 102 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度契約決議書ファイル 98 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度契約関係ファイル 98 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度予算決算関係ファイル 89 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度固定資産関係ファイル 81 能登次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度　住宅事情調査関係 92 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度業務日誌 103 能登次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 令和2年度防火対象物・消防設備等届出関係 15 能登次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2020年度 能登 管理係 建築設備・機械設備届出関係 77 能登次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 研修教具等亡失・破損届 114 能登次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 物品借用申込書 115 能登次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 サービス向上委員会 107 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 ボランティア関係 111 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 事故報告書 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 新型コロナウイルス感染症対策関係 21 能登次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 能登次長 移管

2021年度 能登 事業推進係 損害保険関係 31 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 野外炊飯・創作活動等経費支払い計算書 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 利用団体票 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 料金徴収確認日報・施設使用料等請求書 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 利用団体アンケート 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 利用の手引き 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 利用申込み台帳 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2021年度 能登 事業推進係 プログラム調整会 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 活動プログラム一覧表 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 宿舎割振帳 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 広報活動・利用促進 27 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 次年度利用団体受入調整 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 本部調査回答 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 外部からの照会・調査回答・その他 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 のともファミリー会員 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 事業推進係 広報委員会 27 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 写真・映像等の使用に係る承諾関係 106 能登次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 桜まつり 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 ＨＡＫＵＩイングリッシュキャンプ 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 地域探究プログラム 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 ボランティア養成事業・自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成事業 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 ＮＯＴＯイングリッシュキャンプ 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 ファミリーキャンプ 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 生活自立支援キャンプ 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 羽咋まるごとキャンプ 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 所長杯グラウンドゴルフ大会 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 チャレンジヨットセーリング 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 免許状更新講習 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 幼小いっしょに！のとまり会 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 能登　オープンデー 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 防災キャンプ 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 通学合宿 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 剣士がつどう眉丈台 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 所長杯少年サッカー大会 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 プログラミング事業 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 中学生柔道強化合宿 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 少年フットサル大会
ＮＯＴＯカップ

107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 のともファミリー感謝祭 105 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 未来の教員のための合同合宿 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 所長杯争奪中学校剣道大会 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 後援名義(事業等後援名義使用　他) 26 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 いしかわ自然学校・いしかわ子ども自然学校・県民大学校 108 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 企画指導専門職 野外活動危機防止マニュアル 105 能登次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 危機管理マニュアル 105 能登次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 107 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 自動車運行日誌 34 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 大型バス等運転講習 34 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 後納郵便物等取扱票 97 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 労働条件通知書（非常勤職員） 48 能登次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 機構図 42 能登次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 覚書 45 能登次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 石川県青少年教育施設協議会 108 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 業務実績シート 18 能登次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 会議等出張・外出関係 28 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 休暇簿 60 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 共済関係 64 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 雇用保険関係 66 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 団体扱い保険 65 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 後納郵便差出票 97 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄



2021年度 能登 総務係 財形貯蓄関係 63 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 指定運転者の指定関係 34 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 職員健康診断 67 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 人事異動関係 55 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 連絡会議 18 能登次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 安全運転管理関係 34 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 子どもゆめ基金出納（受払）簿 87 能登次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 職員研修関係 69 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 照会・回答・通知（本部） 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 照会・回答・通知（人事・給与関係） 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 照会・回答・通知（その他） 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 自衛消防隊関係 15 能登次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 勤務割り振り 60 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 所内整備 100 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 給与支給・勤務時間報告書 53 能登次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 社会保険関係 66 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 旅行命令伺兼命令簿 28 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 旅行命令伺兼依頼簿 28 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 休日振替簿・代休指定簿 60 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 勤務表兼時間外勤務書・勤務時間変更簿 60 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 年末調整関係 53 能登次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 労使協定関係 46 能登次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 文書処理簿 22 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 人事評価シート 57 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 当直交代許可願 37 能登次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 当直日誌 37 能登次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 規程関係 11 能登次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 衛生推進者関係 67 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 レタックス原議書・訃報 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議 108 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 人事異動関係（非常勤） 55 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 職員健康チェック表・健康観察票 67 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 公印等使用簿 33 能登次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 施設内安全点検 67 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 文書管理関係（法人文書管理簿） 10 能登次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 届出関係 23 能登次長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 総務係 出勤簿 60 能登次長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度工事関係ファイル 102 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度契約決議書ファイル 98 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度契約関係ファイル 98 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度予算決算関係ファイル 89 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度固定資産関係ファイル 81 能登次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度　住宅事情調査関係 92 能登次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度業務日誌 103 能登次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

2021年度 能登 管理係 令和3年度防火対象物・消防設備等届出関係 15 能登次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 能登次長 廃棄

1980年度 乗鞍 庶務 昭和５５年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1980年度 乗鞍 庶務 昭和５５年度　等級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1980年度 乗鞍 会計 昭和５５年度　機械図面 71 乗鞍次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1980年度 乗鞍 会計 昭和５５年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1980年度 乗鞍 会計 昭和５５年度　建築図面 71 乗鞍次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1980年度 乗鞍 会計 昭和５５年度　電気図面 71 乗鞍次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1981年度 乗鞍 庶務 昭和５６年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄



1981年度 乗鞍 庶務 昭和５６年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1981年度 乗鞍 庶務 昭和５６年度　等級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1981年度 乗鞍 会計 昭和５６年度　機械図面 71 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1981年度 乗鞍 会計 昭和５６年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1981年度 乗鞍 会計 昭和５６年度　建築図面 71 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1981年度 乗鞍 会計 昭和５６年度　電気図面 71 乗鞍次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 庶務 昭和５７年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 庶務 昭和５７年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 庶務 昭和５７年度　等級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 会計 昭和５７年度　機械図面 71 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 会計 昭和５７年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 会計 昭和５７年度　建築図面 71 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1982年度 乗鞍 会計 昭和５７年度　電気図面 71 乗鞍次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 庶務 昭和５８年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 庶務 昭和５８年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 庶務 昭和５８年度　等級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 会計 昭和５８年度　機械図面 71 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 会計 昭和５８年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 会計 昭和５８年度　建築図面 71 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1983年度 乗鞍 会計 昭和５８年度　電気図面 71 乗鞍次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 庶務 昭和５９年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 庶務 昭和５９年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 庶務 昭和５９年度　等級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 会計 昭和５９年度　機械図面 71 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 会計 昭和５９年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 会計 昭和５９年度　建築図面 71 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1984年度 乗鞍 会計 昭和５９年度　電気図面 71 乗鞍次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 庶務 昭和６０年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 庶務 昭和６０年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 庶務 昭和６０年度　等級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 会計 昭和６０年度　機械図面 71 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 会計 昭和６０年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 会計 昭和６０年度　建築図面 71 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1985年度 乗鞍 会計 昭和６０年度　電気図面 71 乗鞍次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 庶務 昭和６１年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 庶務 昭和６１年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 庶務 昭和６１年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 会計 昭和６１年度　機械図面 71 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 会計 昭和６１年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 会計 昭和６１年度　建築図面 71 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1986年度 乗鞍 会計 昭和６１年度　電気図面 71 乗鞍次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 庶務 昭和６２年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 庶務 昭和６２年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 庶務 昭和６２年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 会計 昭和６２年度　機械図面 71 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 会計 昭和６２年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 会計 昭和６２年度　建築図面 71 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1987年度 乗鞍 会計 昭和６２年度　電気図面 71 乗鞍次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1988年度 乗鞍 庶務 昭和６３年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1988年度 乗鞍 庶務 昭和６３年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1988年度 乗鞍 庶務 昭和６３年度　定員現員管理簿 41 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1988年度 乗鞍 会計 昭和６３年度　機械図面 71 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄



1988年度 乗鞍 会計 昭和６３年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1988年度 乗鞍 会計 昭和６３年度　建築図面 71 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1988年度 乗鞍 会計 昭和６３年度　電気図面 71 乗鞍次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1989年度 乗鞍 庶務 平成１年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1989年度 乗鞍 庶務 平成１年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1989年度 乗鞍 会計 平成１年度　機械図面 71 乗鞍次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1989年度 乗鞍 会計 平成１年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1989年度 乗鞍 会計 平成１年度　建築図面 71 乗鞍次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1989年度 乗鞍 会計 平成１年度　電気図面 71 乗鞍次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1990年度 乗鞍 庶務 平成２年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1990年度 乗鞍 庶務 平成２年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1990年度 乗鞍 会計 平成２年度　機械図面 71 乗鞍次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1990年度 乗鞍 会計 平成２年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1990年度 乗鞍 会計 平成２年度　建築図面 71 乗鞍次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1990年度 乗鞍 会計 平成２年度　電気図面 71 乗鞍次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1991年度 乗鞍 庶務 平成３年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1991年度 乗鞍 庶務 平成３年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1991年度 乗鞍 会計 平成３年度　機械図面 71 乗鞍次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1991年度 乗鞍 会計 平成３年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1991年度 乗鞍 会計 平成３年度　建築図面 71 乗鞍次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1991年度 乗鞍 会計 平成３年度　電気図面 71 乗鞍次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 庶務 平成４年度　任免関係 44 乗鞍次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 庶務 平成４年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 庶務 平成４年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 庶務 平成４年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 会計 平成４年度　機械図面 71 乗鞍次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 会計 平成４年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 会計 平成４年度　建築図面 71 乗鞍次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1992年度 乗鞍 会計 平成４年度　電気図面 71 乗鞍次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 庶務 平成５年度　任免関係 44 乗鞍次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 庶務 平成５年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 庶務 平成５年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 庶務 平成５年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 会計 平成５年度　機械図面 71 乗鞍次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 会計 平成５年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 会計 平成５年度　建築図面 71 乗鞍次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1993年度 乗鞍 会計 平成５年度　電気図面 71 乗鞍次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 庶務 平成６年度　任免関係 44 乗鞍次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 庶務 平成６年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 庶務 平成６年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 庶務 平成６年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 会計 平成６年度　機械図面 71 乗鞍次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 会計 平成６年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 会計 平成６年度　建築図面 71 乗鞍次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1994年度 乗鞍 会計 平成６年度　電気図面 71 乗鞍次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 庶務 平成７年度　任免関係 44 乗鞍次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 庶務 平成７年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 庶務 平成７年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 庶務 平成７年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 会計 平成７年度　機械図面 71 乗鞍次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 会計 平成７年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1995年度 乗鞍 会計 平成７年度　建築図面 71 乗鞍次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄



1995年度 乗鞍 会計 平成７年度　電気図面 71 乗鞍次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 庶務 平成８年度　任免関係 44 乗鞍次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 庶務 平成８年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 庶務 平成８年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 庶務 平成８年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 会計 平成８年度　機械図面 71 乗鞍次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 会計 平成８年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 会計 平成８年度　建築図面 71 乗鞍次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1996年度 乗鞍 会計 平成８年度　電気図面 71 乗鞍次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 庶務 平成９年度　任免関係 44 乗鞍次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 庶務 平成９年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 庶務 平成９年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 庶務 平成９年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 会計 平成９年度　機械図面 71 乗鞍次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 会計 平成９年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 会計 平成９年度　建築図面 71 乗鞍次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1997年度 乗鞍 会計 平成９年度　電気図面 71 乗鞍次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 庶務 平成１０年度　任免関係 44 乗鞍次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 庶務 平成１０年度　俸給関係 46 乗鞍次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 庶務 平成１０年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 庶務 平成１０年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 会計 平成１０年度　機械図面 71 乗鞍次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 会計 平成１０年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 会計 平成１０年度　建築図面 71 乗鞍次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1998年度 乗鞍 会計 平成１０年度　電気図面 71 乗鞍次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 庶務 平成１１年度　任免関係 44 乗鞍次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 庶務 平成１１年度　俸給関係 46 乗鞍次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 庶務 平成１１年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 庶務 平成１１年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 会計 平成１１年度　機械図面 71 乗鞍次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 会計 平成１１年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 会計 平成１１年度　建築図面 71 乗鞍次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

1999年度 乗鞍 会計 平成１１年度　電気図面 71 乗鞍次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 庶務 規則制定・改正関係 11 乗鞍次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 庶務 平成１２年度　任免関係 44 乗鞍次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 庶務 平成１２年度　級別定数管理簿 41 乗鞍次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 庶務 平成１２年度　欠員状況報告 41 乗鞍次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 会計 平成１２年度　機械図面 71 乗鞍次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 会計 平成１２年度　機械設備図面 71 乗鞍次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 会計 平成１２年度　建築図面 71 乗鞍次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

2000年度 乗鞍 会計 平成１２年度　電気図面 71 乗鞍次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 印刷室 乗鞍次長 廃棄

2001年度 乗鞍 庶務 平成１３年度　任免関係 44 乗鞍次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2001年度 乗鞍 会計 平成１３年度　固定資産目録 76 乗鞍次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2001年度 乗鞍 庶務 人事記録　常勤職員 42 乗鞍次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2001年度 乗鞍 庶務 平成１３年度　独立行政法人移行に伴う申請関係書類 1 乗鞍次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2002年度 乗鞍 庶務 平成１４年度　任免関係 44 乗鞍次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2002年度 乗鞍 会計 平成１４年度　固定資産目録 76 乗鞍次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2003年度 乗鞍 庶務 平成１５年度　任免関係 44 乗鞍次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2003年度 乗鞍 会計 平成１５年度　固定資産目録 76 乗鞍次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2004年度 乗鞍 庶務 平成１６年度　任免関係 44 乗鞍次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2004年度 乗鞍 会計 平成１６年度　固定資産目録 76 乗鞍次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2005年度 乗鞍 庶務 平成１７年度　任免関係 44 乗鞍次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄



2005年度 乗鞍 会計 平成１７年度　固定資産目録 76 乗鞍次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2005年度 乗鞍 庶務 平成１７年度　記念式典関係 4 乗鞍次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2006年度 乗鞍 総務 平成１８年度　任免関係 44 乗鞍次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2006年度 乗鞍 総務 平成１８年度　国立乗鞍青少年交流の家規則集 11 乗鞍次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2007年度 乗鞍 総務 平成１９年度　任免関係 44 乗鞍次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2007年度 乗鞍 総務 平成１９年度　国立乗鞍青少年交流の家規則集 11 乗鞍次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2007年度 乗鞍 総務 人事記録 42 乗鞍次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2008年度 乗鞍 総務 平成２０年度　任免関係 44 乗鞍次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2008年度 乗鞍 総務 平成２０年度　防災（消防）関係 15 乗鞍次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2008年度 乗鞍 総務 平成２０年度　国立乗鞍青少年交流の家規則集 11 乗鞍次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2008年度 乗鞍 総務 人事記録 42 乗鞍次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2009年度 乗鞍 総務 平成２１年度　任免関係 44 乗鞍次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2009年度 乗鞍 総務 平成２１年度　防災（消防）関係 15 乗鞍次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2009年度 乗鞍 総務 平成２１年度　国立乗鞍青少年交流の家規則集 11 乗鞍次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2009年度 乗鞍 総務 人事記録 42 乗鞍次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2010年度 乗鞍 総務係 平成２２年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2010年度 乗鞍 総務係 平成２２年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2010年度 乗鞍 総務係 平成２２年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2010年度 乗鞍 総務係 平成２２年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2010年度 乗鞍 総務係 平成２２年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2011年度 乗鞍 総務係 平成２３年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2011年度 乗鞍 総務係 平成２３年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2011年度 乗鞍 総務係 平成２３年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2011年度 乗鞍 総務係 平成２３年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2011年度 乗鞍 総務係 平成２３年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録・附属書類 47 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　中期目標・中期計画(本部通知分）関係 18 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　年度計画(本部通知分）関係 18 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　職員永年勤続者表彰（全青協を除く）関係 48 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　全国青少年教育協議会関係勤続表彰者関係 48 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　事務連絡会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　共済組合長期給付事業・標準報酬関係 50 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 管理係 平成２４年度　固定資産 80 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 管理係 平成２４年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2012年度 乗鞍 総務係 平成２４年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録・附属書類 47 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　中期目標・中期計画(本部通知分）関係 18 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　年度計画(本部通知分）関係 18 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　職員永年勤続者表彰（全青協を除く）関係 48 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　全国青少年教育協議会関係勤続表彰者関係 48 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　共済組合長期給付事業・標準報酬関係 50 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 管理係 平成２５年度　固定資産 80 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 管理係 平成２５年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 総務係 平成２５年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2013年度 乗鞍 管理係 人事異動に伴う手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 管理係 平成２６年度　固定資産 80 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 管理係 平成２６年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 47 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 管理係 平成２６年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 管理係 人事異動に伴う諸書類の手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2014年度 乗鞍 総務係 平成２６年度　人事異動に伴う諸書類の手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　現金出納簿 86 乗鞍次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　受益者負担等 86 乗鞍次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　寄附 86 乗鞍次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　固定資産 80 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 47 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 管理係 平成２７年度　人事異動に伴う諸書類の手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2015年度 乗鞍 総務係 平成２７年度　人事異動に伴う諸書類の手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　基準給与簿 52 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　勤務時間報告書 52 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　勤務時間外管理簿 52 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　年末調整事務に関する書類 52 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　給与に関する諸手当関係 52 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　通勤届及び認定簿 53 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　扶養親族届及び認定簿 53 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　単身赴任届及び認定簿 53 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　住居手当届及び認定簿 53 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　広域異動手当支給調書 52 乗鞍次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　現金出納簿 86 乗鞍次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　受益者負担等 86 乗鞍次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　寄附 86 乗鞍次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　固定資産 80 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 47 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 管理係 平成２８年度　人事異動に伴う諸書類の手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2016年度 乗鞍 総務係 平成２８年度　人事異動に伴う諸書類の手続き（所長・次長） 10 乗鞍次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「スプリングキャンプ in のりくら」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「春季自然体験活動ボランティアリーダー養
成セミナー」関係

105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「セカンドスクール合同説明会」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「集まろう！のりくら」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「わくわく！のりもりランド～家族の絆プロジェ
クト～」関係

105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 生活自立・支援事業「のびのび！親子で体験」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 本部事業「体験活動安全管理講習」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「ホップ！ステップ！キャンプ！～翔びだせ！
のりくらの大自然へ！～」関係

105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「教員免許状更新講習」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「アドベンチャーキャンプinＧＩＦＵ～飛騨の山、
美濃の水『飛山濃水』2017関係

105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「秋季自然体験活動ボランティアリーダー養
成セミナー」関係

105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「アセアン加盟国中学生招聘交流事業」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「オータムＶキャンプ in のりくら」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「のりくら雪ん子スノーキャンプ」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「幼児期の運動プログラム普及事業」関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 専門職会議関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 法人ボランティア関係 109 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「体験活動をとおして青少年の自立を促進す
るためのプログラム開発」に関する研究（5施設プロジェクト）関係

107 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「無形文化遺産を知ろう　in　のりくら」 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職
平成29年度 教育事業「自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成
講習会」

105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 企画指導専門職 平成29年度 教育事業「雪まみれ！スノーチャレンジキャンプ」 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度本部その他関係施設等からの調査照会依頼に関する
回答関係

22 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　次年度利用予約申込書 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　利用申込書 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　利用団体票（個別） 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　利用キャンセル関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　調整プログラム（終了分）関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　退所アンケート関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 事業推進係 平成29年度　スキー・スノーボード指導依頼関係 105 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　本部からの調査・照会依頼に関する回答 22 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　収納報告・計算証明・契約の公表 93 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　契約 97 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　予算 88 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　支払契約決議 88 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　自販機委託業務契約・売上報告書 97 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　損害保険 30 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　旅費 94 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　公務員宿舎 91 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　給食業務等委託契約 97 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　領収書控（教育事業） 96 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　領収書控（コピー代） 96 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　放射線測定記録 101 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　清掃日誌 102 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　ボイラ日誌 102 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　宿直日誌（委託） 102 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　勤務時間割振関係 59 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　出勤簿 59 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　休日の振替簿 59 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　休暇簿（年次有給休暇・特別休暇）関係 59 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　文書処理簿 21 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　郵便物発送簿 22 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回
答関係

22 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　東海・北陸地区青少年教育施設協議会関係 106 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　旅行命令簿 27 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　旅行依頼簿 27 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　健康診断関係 66 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　財形貯蓄関係 62 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　社会保険・雇用保険関係 65 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　共済組合関係（通知文書・貸付金・短期給付） 63 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　共済組合組合員証認定・取消関係 63 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　宿直日誌 102 乗鞍次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　基準給与簿 52 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　勤務時間報告書 52 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　勤務時間外管理簿 52 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　年末調整事務に関する書類 52 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　給与に関する諸手当関係 52 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　通勤届及び認定簿 53 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　扶養親族届及び認定簿 53 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　単身赴任届及び認定簿 53 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　住居手当届及び認定簿 53 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　広域異動手当支給調書 52 乗鞍次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　現金出納簿 86 乗鞍次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　受益者負担等 86 乗鞍次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　寄附 86 乗鞍次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　固定資産 80 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 47 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 管理係 平成２９年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2017年度 乗鞍 総務係 平成２９年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「スプリングキャンプ in のりくら」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「春季自然体験活動ボランティアリーダー養
成セミナー」関係

105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「セカンドスクール合同説明会」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「集まろう！のりくら」剣道関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「わくわく！のりもりランド～家族の絆プロジェ
クト～」関係

105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度生活自立・支援事業「のびのび！親子で体験」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職
平成３０年度教育事業「ホップ！ステップ！キャンプ！～翔びだせ！
のりくらの大自然へ！～」関係

105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「教員免許状更新講習」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「アドベンチャーキャンプinＧＩＦＵ～飛騨の山、
美濃の水『飛山濃水』2018」関係

105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「秋季自然体験活動ボランティアリーダー養
成セミナー」関係

105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「オータムＶキャンプ in のりくら」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「自然体験活動指導者（NEALリーダー）」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「のりくら雪ん子スノーキャンプ」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「雪まみれ!!スノーチャレンジキャンプ」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「のりくら探検隊」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「あそぼう！のりくら！どうぶつまねっこラン
ド・雪のぼうけんランド」関係

105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「幼児期における自然体験活動の展開と効果
に関する研究」事業（５施設プロジェクト）関係

107 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度専門職会議関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度法人ボランティア関係 109 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「親子ファミリーフットサル大会」関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度本部その他関係施設等からの調査照会依頼に関する
回答関係

22 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　次年度利用予約申込書 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　利用申込書 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　利用団体票（個別） 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　利用キャンセル関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　調整プログラム（終了分）関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　退所アンケート関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 事業推進係 平成30年度　スキー・スノーボード指導依頼関係 105 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　契約 97 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　予算 88 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　支払契約決議 88 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　自販機委託業務契約・売上報告書 97 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　損害保険 30 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　旅費 94 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　公務員宿舎 91 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　給食業務等委託契約 97 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　領収書控（教育事業） 96 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　領収書控（コピー代） 96 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　放射線測定記録 101 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　清掃日誌 102 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　ボイラ日誌 102 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　宿直日誌（委託） 102 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係
平成３０年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回
答関係

22 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　勤務時間割振関係 59 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　出勤簿 59 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　休日の振替簿 59 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　休暇簿（年次有給休暇・特別休暇）関係 59 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　文書処理簿 21 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　郵便物発送簿 22 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回
答関係

22 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　東海・北陸地区青少年教育施設協議会関係 106 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　旅行命令簿 27 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　旅行依頼簿 27 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　健康診断関係 66 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　財形貯蓄関係 62 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　社会保険・雇用保険関係 65 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　共済組合関係 63 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　共済組合組合員証認定・取消関係 63 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　宿直日誌 102 乗鞍次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　基準給与簿 52 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　勤務時間報告書 52 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　勤務時間外管理簿 52 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　年末調整事務に関する書類 52 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　給与に関する諸手当関係 52 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　通勤届及び認定簿 53 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　扶養親族届及び認定簿 53 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　単身赴任届及び認定簿 53 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　住居手当届及び認定簿 53 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　広域異動手当支給調書 52 乗鞍次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　現金出納簿 86 乗鞍次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　受益者負担等 86 乗鞍次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　寄附 86 乗鞍次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　固定資産 80 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 47 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 管理係 平成３０年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　職員の人事に関する手続き関係 44 乗鞍次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2018年度 乗鞍 総務係 平成３０年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「スプリングキャンプ in のりくら」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「春季自然体験活動ボランティアリーダー養成
セミナー」関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「セカンドスクール合同説明会」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「集まろう！のりくら」剣道関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「わくわく！のりもりランド～家族の絆プロジェ
クト～」関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度生活自立・支援事業「のびのび！親子で体験」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「ホップ！ステップ！キャンプ！～翔びだせ！
のりくらの大自然へ！～」関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「教員免許状更新講習」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「アドベンチャーキャンプinＧＩＦＵ～飛騨の山、
美濃の水『飛山濃水』2019関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「秋季自然体験活動ボランティアリーダー養成
セミナー」関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「オータムＶキャンプ in のりくら」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「自然体験活動上級指導者（NEALインストラク
ター）」関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「のりくら雪ん子スノーキャンプ」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「雪まみれ!!スノーチャレンジキャンプ」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「のりくら探検隊」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
令和元年度教育事業「あそぼう！のりくら！森のたんけん・どうぶつ
まねっこランド・雪のぼうけん」関係

105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職
「体験活動をとおして青少年の自立を促進するためのプログラム開
発」に関する研究（5施設プロジェクト）関係

107 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度　専門職会議関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度　法人ボランティア関係 109 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 企画指導専門職 令和元年度教育事業「親子ファミリーフットサル大会」関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　本部その他関係施設等からの調査照会依頼に関する
回答関係

22 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　次年度利用予約申込書 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　利用団体票（個別） 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　利用キャンセル関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　調整プログラム（終了分）関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　退所アンケート関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　スキー・スノーボード指導依頼関係 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　自動車運行日誌 33 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　検食日誌 111 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 事業推進係 令和元年度　利用申込書 105 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　点検・検査 99 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　建築基準法第１２条１項定期検査 99 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　浄化槽点検 99 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　契約 97 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　予算 88 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　支払契約決議 88 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　自販機委託業務契約・売上報告書 97 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　損害保険 30 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　旅費 94 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　公務員宿舎 91 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　給食業務等委託契約 97 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　領収書控（教育事業） 96 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　領収書控（コピー代） 96 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　放射線測定記録 101 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　清掃日誌 102 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　ボイラ日誌 102 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　宿直日誌（委託） 102 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　現金出納簿 86 乗鞍次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　受益者負担等 86 乗鞍次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　寄附 86 乗鞍次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　固定資産 80 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　料金徴収日報 81 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　消防訓練及び危険物に関する通知文書関係 15 乗鞍次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 管理係 令和元年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回
答関係

22 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　職員の人事に関する手続き関係
（人事記録）

44 乗鞍次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 47 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　研修指導員の採用・発令関係 47 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　基準給与簿 52 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　勤務時間報告書 52 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　勤務時間外管理簿 52 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　年末調整事務に関する書類 52 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　給与に関する諸手当関係 52 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　通勤届及び認定簿 53 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　扶養親族届及び認定簿 53 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　単身赴任届及び認定簿 53 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　住居手当届及び認定簿 53 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　広域異動手当支給調書 52 乗鞍次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　社会功労者表彰関係 48 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　勤務時間割振関係 59 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　出勤簿 59 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　休日の振替簿 59 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　休暇簿（年次有給休暇・特別休暇）関係 59 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　文書処理簿 21 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　郵便物発送簿 22 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回
答関係

22 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　職員出張を伴う会議・研修関係 68 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　東海・北陸地区青少年教育施設協議会関係 106 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　旅行命令簿 27 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　旅行依頼簿 27 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　健康診断関係 66 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　財形貯蓄関係 62 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　社会保険・雇用保険関係 65 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　共済組合関係 63 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　共済組合組合員証認定・取消関係 63 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係
令和元年度　各種変更(氏名・住所等）・取得修了（会議・研修）届関
係

69 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　職員研修関係 68 乗鞍次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2019年度 乗鞍 総務係 令和元年度　宿直日誌 102 乗鞍次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「スプリングキャンプ in のりくら」（所長杯バレーボール
大会）関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「春季自然体験活動ボランティアリーダー養成セミナー」
関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「セカンドスクール合同説明会」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「集まろう！のりくら」所長杯剣道大会関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「わくわく！のり森ランド～家族の絆プロジェクト～」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「のびのび！親子で体験」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「ホップ！ステップ！キャンプ！～翔びだせ！のりくらの
大自然へ！～」関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「教員免許状更新講習」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「アドベンチャーキャンプinＧＩＦＵ～飛騨の山、美濃の水
『飛山濃水』2020～関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「秋季自然体験活動ボランティアリーダー養成セミナー」
関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「オータムＶキャンプ in のりくら」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「自然体験活動指導者（NEALリーダー）」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「のりくら雪ん子スノーキャンプ」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「雪まみれ!!スノーチャレンジキャンプ」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 「のりくら探検隊」関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「あそぼう！のりくら！森のたんけん・どうぶつまねっこラ
ンド・雪のぼうけん」関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 「体験活動をとおして青少年の自立を促進するためのプ
ログラム開発」に関する研究（5施設プロジェクト）関係

109 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 専門職会議関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 法人ボランティア関係 111 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 全国高等学校体験活動顕彰制度関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 幼児期の楽しい運動・おいしい栄養教室関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 ウィンターキャンプinのりくら（所長杯バレーボール交流
会）関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度バスケットチャレンジカップ（バスケットボール交流会）関
係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 のりのりキッズの大冒険（ボランティア自主企画事業）関
係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 フットサルチャレンジカップ（フットサル交流大会）関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度バレーボールチャレンジカップ関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度バルシューレを用いた楽しい運動教室関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 スポーツの主人公を育てる講演会関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職
令和２年度 スポーツ指導者・生徒・保護者向けアンガーマネジメント
関係

107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 企画指導専門職 令和２年度 自然体験活動フォーラム関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　本部その他関係施設等からの調査照会依頼に関する
回答関係

23 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　次年度利用予約申込書 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　利用団体票（個別） 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　利用キャンセル関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　調整プログラム（終了分）関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和2年度　退所アンケート関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　スキー・スノーボード指導依頼関係 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　自動車運行日誌 34 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　検食日誌 113 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度　利用申込書 107 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度「新型コロナ感染症対策」事業推進室　関係1/2 21 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 事業推進係 令和２年度「新型コロナ感染症対策」事業推進室　関係2/2 21 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　点検・検査 100 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　浄化槽点検 100 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　契約　No.1 98 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　契約　No.2 98 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　契約　業務委託事業講師等 98 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　予算 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　１月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　２月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　３月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　４月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　５月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　６月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　７月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　８月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　９月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　１０月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　１１月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　支払契約決議　１２月分 89 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　清掃日誌 103 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　ボイラー日誌 103 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　警備日誌 103 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　現金出納簿 87 乗鞍次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　寄附 87 乗鞍次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　固定資産 81 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　料金徴収日報 82 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回答
関係

23 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 管理係 令和２年度　収納報告 94 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　法人文書ファイル管理簿 10 乗鞍次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　法人文書ファイル廃棄簿 12 乗鞍次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃関係 11 乗鞍次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　職員の人事に関する手続き関係
（人事記録）

45 乗鞍次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　非常勤職員の人事記録に関する手続き関係 48 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　研修指導員の採用・発令関係 48 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　業務実績シート関係 18 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　施設業務運営委員会関係 18 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　個人情報保護法施行状況調査関係 20 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　基準給与簿 53 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　勤務時間報告書 53 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　勤務時間外管理簿 53 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　年末調整事務に関する書類 53 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　給与に関する諸手当関係 53 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　通勤届及び認定簿 54 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　扶養親族届及び認定簿 54 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　単身赴任届及び認定簿 54 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　住居手当届及び認定簿 54 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　広域異動手当支給調書 53 乗鞍次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　本部通知(年度計画等)関係 18 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　社会功労者表彰関係 49 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　勤務時間割振関係 60 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　出勤簿 60 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　休日の振替簿 60 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　休暇簿（年次有給休暇・特別休暇）関係 60 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　文書処理簿 22 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　郵便物発送簿 23 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回答
関係

23 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　職員出張を伴う会議・研修関係 69 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　東海・北陸地区青少年教育施設協議会関係 108 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　企画運営会議（所内会議）関係 18 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　旅行命令簿 28 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　旅行依頼簿 28 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　健康診断関係 67 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　財形貯蓄関係 63 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　社会保険・雇用保険関係 66 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　共済組合関係 64 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　共済組合組合員証認定・取消関係 64 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係
令和２年度　各種変更(氏名・住所等）・取得修了（会議・研修）届関
係

70 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　職員研修関係 69 乗鞍次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　宿直日誌 103 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　ホームページプロジェクト 30 乗鞍次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2020年度 乗鞍 総務係 令和２年度　「新型コロナ感染症対策」管理・総務係関係 21 乗鞍次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 移管

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　スプリングキャンプ in のりくら 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　春季ボランティアリーダー養成セミナー 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　セカンドスクール合同説明会 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　めざせ！防災マスター　防災体験フェス 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　わくわく！のりもりランド 家族の絆プロジェクト 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　「のびのび！親子で体験」 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　ホップ！ステップ！キャンプ！ 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　教員免許状更新講習 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　アドベンチャーキャンプinのりくら2021 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　秋季ボランティアリーダー養成セミナー 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　オータムＶキャンプ in のりくら 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　のりくら雪ん子スノーキャンプ 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　雪まみれ!!スノーチャレンジキャンプ 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　あそぼう！のりくら！森のたんけん・雪のぼうけん 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　専門職会議 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　法人ボランティア 111 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　全国高等学校体験活動顕彰制度 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　自然体験活動指導者（NEALリーダー） 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　のりくらネイチャーチャレンジ！ 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　ふれあおう！のりくら 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　どうぶつまねっこランド 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度　子どもゆめ基金２０周年記念事業 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 企画指導専門職 令和３年度 事業等で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾書 106 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　本部その他関係施設等からの調査照会依頼に関する
回答関係

23 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　次年度利用予約申込書 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　利用団体票（個別） 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　利用キャンセル関係 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　調整プログラム（終了分）関係 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　退所アンケート関係 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　スキー・スノーボード指導依頼関係 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　自動車運行日誌 34 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　検食日誌 113 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　利用申込書 107 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度　広報等で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾書 106 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 事業推進係 令和３年度「新型コロナ感染症対策」事業推進室　関係 21 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 移管

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　点検・検査 100 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　浄化槽点検 100 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　契約　No.1 98 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　契約　No.2 98 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　契約　業務委託事業講師等 98 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　予算 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　１月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　２月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　３月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　４月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　５月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　６月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　７月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　８月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　９月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　１０月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　１１月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　支払契約決議　１２月分 89 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　清掃日誌 103 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　ボイラー日誌 103 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　警備日誌 103 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　固定資産 81 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　料金徴収日報 82 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄



2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　本部その他施設等からの調査・照会依頼に関する回答
関係

23 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 管理係 令和３年度　収納報告 94 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　法人文書管理 12 乗鞍次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　国立乗鞍青少年交流の家規則の制定及び改廃 11 乗鞍次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　職員の人事に関する手続き（人事記録） 45 乗鞍次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　非常勤職員の人事記録に関する手続き 48 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　研修指導員の採用・発令 48 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　業務実績シート 18 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　施設業務運営委員会 18 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　個人情報保護法施行状況調査 20 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　基準給与簿 53 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　勤務時間報告書 53 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　勤務時間外管理簿 53 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　年末調整事務に関する書類 53 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　給与に関する諸手当 53 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　通勤届及び認定簿 54 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　扶養親族届及び認定簿 54 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　単身赴任届及び認定簿 54 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　住居手当届及び認定簿 54 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　広域異動手当支給調書 53 乗鞍次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　社会功労者表彰 49 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　勤務時間割振 60 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　出勤簿 60 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　休日の振替簿 60 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　休暇簿（年次有給休暇簿・特別休暇） 60 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　文書処理簿 22 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　郵便物発送簿 23 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　本部その他関係施設等からの調査照会依頼に関する
回答

23 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　職員出張を伴う会議・研修 69 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　東海・北陸地区青少年教育施設協議会 108 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　企画運営会議（所内会議） 18 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　旅行命令簿 28 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　旅行依頼簿 28 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　財形貯蓄 63 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　社会保険・雇用保険 66 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　共済組合 64 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　共済組合組合員証認定・取消 64 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　各種変更（氏名・住所等）・取得修了（会議・研修）届 70 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　職員研修 69 乗鞍次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　宿直日誌 103 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　情報システムプロジェクト 30 乗鞍次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 廃棄

2021年度 乗鞍 総務係 令和３年度　「新型コロナ感染症対策」管理・総務係 21 乗鞍次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 乗鞍次長 移管

1958年度 中央 会計 国立中央青年の家道路舗装その他工事 71 次長 1959年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1958年度 中央 会計 土地公図（写） 70 次長 1959年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

1959年度 中央 庶務 開所式関係 4 次長 1960年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1959年度 中央 庶務 人事記録（退職者） 42 次長 1960年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1959年度 中央 会計 第一宿舎実測図等 70 次長 1960年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1962年度 中央 会計 第１宿舎国有財産所管換 70 次長 1963年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1967年度 中央 会計 国立中央青年の家改築資料計画参考資料３ 71 次長 1968年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1968年度 中央 会計 土地関係 70 次長 1969年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1969年度 中央 会計 宿舎その他新営・環境美化工事５ 71 次長 1970年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1970年度 中央 庶務 開所１０周年記念関係 4 次長 1971年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄



1974年度 中央 会計 国立中央青年の家施設台帳 70 次長 1975年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1974年度 中央 会計 自衛隊との安全対策等に関する件 70 次長 1975年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

1974年度 中央 会計 自衛隊演習場関係 70 次長 1975年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

1976年度 中央 会計 汚水処理施設配水管布設地借入れ 70 次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1976年度 中央 会計 借地上の建物保存登記に関する件 70 次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1976年度 中央 会計 土地交換に関する件　１／２ 70 次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1976年度 中央 会計 土地交換に関する件　２／２ 70 次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1977年度 中央 会計 自動火災報知設備増設工事１／４ 71 次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1977年度 中央 会計 自動火災報知設備増設工事２／４ 71 次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1977年度 中央 会計 自動火災報知設備増設工事３／４ 71 次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1977年度 中央 会計 自動火災報知設備増設工事４／４ 71 次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1977年度 中央 会計 竣工図　国立中央青年の家５２宿舎新築工事 71 次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1977年度 中央 会計 物干室新営工事１～５ 71 次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1978年度 中央 会計 さくら棟新営・玉穂宿舎設置電気工事６－５ 71 次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1978年度 中央 会計 さくら棟新営・宿泊棟・研修棟補修６／２ 71 次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1978年度 中央 会計 さくら棟新営電気工事１／３ 71 次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1978年度 中央 会計 営繕工事機械工事（エバラボイラ、けやき機械）７／５ 71 次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1979年度 中央 庶務 開所２０周年記念関係 4 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1979年度 中央 庶務 皇太子ご一家行啓綴Ｓ５４．９．１９ 4 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1979年度 中央 会計 営繕工事（建築工事設計図けやき・管理棟・食堂）７／２ 71 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1979年度 中央 会計 営繕工事建築工事（けやき・管理棟・食堂）７／３ 71 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1979年度 中央 会計 営繕工事建築工事工事写真（けやき・管理棟・食堂）７／４ 71 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1979年度 中央 会計 営繕工事暖房設備改修工事７／７ 71 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1979年度 中央 会計 自衛隊委託土木工事 71 次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 ボイラー設備改修・食堂ボイラー設備取付７／７ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 営繕工事（ボイラー棟共同講間仕切）７／３ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 営繕工事（ボイラー棟共同講間仕切）７／６ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 営繕工事（ボイラー棟増築）７／２ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 営繕工事（一般事項）７／１ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 営繕工事（食堂ボイラー設備取付）７／５ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1980年度 中央 会計 営繕工事（体育館補修）７／４ 71 次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1981年度 中央 会計 支出委任工事（食堂厨房、屋外身障者増設）３／２ 71 次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1981年度 中央 会計 支出委任工事（食堂厨房、屋外身障者増設）３／３ 71 次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1981年度 中央 会計 支出委任工事（食堂厨房、浴場、かえで改修）３／１ 71 次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1983年度 中央 庶務 等級別定数５２．４．～５８．７． 41 次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1984年度 中央 庶務 開所２５周年記念関係 4 次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1988年度 中央 庶務 等級別定数（改訂資料・管理資料）Ｓ３６～６３年度 41 次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1988年度 中央 庶務 等級別定数５９．７．～６３．７． 41 次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1988年度 中央 会計 国立中央青年の家野外活動棟新営工事 71 次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1989年度 中央 庶務 開所３０周年記念関係 4 次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1992年度 中央 庶務 割愛・照会・回答Ｈ６１年度～Ｈ４年度 44 次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫５ 次長 廃棄

1992年度 中央 庶務 昇任・昇格５０．４．～Ｈ４．４． 44 次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫５ 次長 廃棄

1992年度 中央 会計 国立中央青年の家食堂棟他建築改修工事完成図 71 次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1992年度 中央 会計 国立中央青年の家食堂棟等改修電機設備工事完成図・施工図 71 次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1993年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修設備工事完成図１ 71 次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1993年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修設備工事完成図２ 71 次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1994年度 中央 庶務 定員管理簿Ｈ６．７．１ 41 次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計
国有財産台帳付属図面　７－国立中央青年の家受変電室等建築工
事

71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家給水管等改修機械設備工事 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家給水管等改修機械設備工事完成図１ 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家給水管等改修機械設備工事設計図２ 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家研修棟改修建築工事 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄



1995年度 中央 会計 国立中央青年の家研修棟改修建築工事設計図 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家受変電室等建築工事 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家受変電設備等改修工事完成図施工図 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家受変電設備等改修工事設計図 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修機械設備工事 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修機械設備工事（第１回変更） 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修機械設備工事（第１回変更）仕様
書

71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修機械設備工事完成図 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修建築工事完成図２ 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家宿泊棟等改修電機設備工事 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家食堂棟新営その他工事工事請負契約書 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家排水管改修工事 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家排水管改修工事完成図 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 国立中央青年の家排水管改修工事設計図 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1995年度 中央 会計 食堂棟新営その他工事（しゅん工図） 71 次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1996年度 中央 庶務 在職者調整（昇格）調書Ｈ８ 44 次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫５ 次長 廃棄

1996年度 中央 庶務 等級別定数（改訂資料・管理資料）Ｈ元～８年度 41 次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1996年度 中央 会計 国立中央青年の家玉穂職員宿舎新築工事地質調査 71 次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1996年度 中央 会計 国立中央青年の家公務員宿舎新営工事（その１）（その２） 71 次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1996年度 中央 会計 国立中央青年の家公務員宿舎新営工事（その２） 71 次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 排水処理施設に係る敷地借用関係 70 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎工事関係 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎工事関係綴１ 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎工事関係綴２ 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎工事関係綴３ 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎工事契約関係綴 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（ガラス工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（コンクリート強度試験報告） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（コンクリート納品書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（コンクリート配合報告書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（塩化物含有量測定表） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（下検査報告書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（課長補佐検査報告書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（建具工事） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（検査願書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（工事写真１） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（工事写真２） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（使用材料等メーカーリスト） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（試験報告書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（吹付工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（鉄筋工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（鉄筋報告書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（塗装工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（土工事・地業工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（内装工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（保証書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（防水工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事（木工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事３（ユニットバス工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1997年度 中央 会計 公務員宿舎新営工事３（雑工事施工計画書） 71 次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

1998年度 中央 庶務 開所４０周年記念関係 4 次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1998年度 中央 会計 消防用設備等届出書 71 次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄



1998年度 中央 会計 平成１０年度消防用設備等設置届出関係（早） 71 次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

1999年度 中央 庶務 級別定数管理簿Ｓ４２～１１．４．１ 41 次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

1999年度 中央 庶務 主任定数Ｈ８．１．～１２．２． 41 次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

2000年度 中央 庶務 欠員状況報告Ｈ５．６月期～Ｈ１３．３月期 44 次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫５ 次長 廃棄

2000年度 中央 庶務 諸規則制定・改廃Ｈ１２．４．～１２．１１． 11 次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2000年度 中央 庶務 俸給協議Ｈ２～Ｈ１２年度 44 次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫５ 次長 廃棄

2000年度 中央 庶務 履歴証明等５０～Ｈ１２ 44 次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 独立行政法人国立青年の家会計規程（案）及び固定資産管理要領
（等）

11 次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 庶務 級別定数（通知）Ｈ２～１２年度 41 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

2000年度 中央 庶務 等級別定数（改訂資料・管理資料）Ｈ９～１２年度 41 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 第二宿舎分筆登記関係 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 不動産鑑定（工作物） 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 不動産鑑定評価書（正本）８２９号 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 不動産鑑定評価書（正本）８３０号 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 不動産鑑定評価書（正本）８３１号 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 不動産鑑定評価書（正本）８３２号 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 不動産鑑定評価書（正本）８３３号 70 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 １２－国立中央青年の家改修機械設備工事　保全説明書・機器完
成図等

71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修機械設備工事 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修機械設備工事　完成図・施工図 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修機械設備工事（第１回変更） 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修建築工事（計画図） 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修建築工事（第１回変更設計図） 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修建築工事完成図 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修電気設備工事 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修電気設備工事（縮刷）完成図・施工図 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修電気設備工事（第１回変更） 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家改修電気設備工事保全説明書・機器完成図等 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 国立中央青年の家管理棟（青年の家本部棟）等新営その他工事 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2000年度 中央 会計 法人本部棟建設関係綴 71 次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2001年度 中央 庶務 職員の任免Ｈ１３ 44 次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2001年度 中央 会計 固定資産システムの最終データ確認ついて 76 次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2001年度 中央 会計 登記簿関係 76 次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2001年度 中央 会計 平成１３年度国有財産関係書類 76 次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 次長 廃棄

2001年度 中央 会計 柔道場天井改修その他工事 71 次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2002年度 中央 庶務 平成１４年度　諸規程の制定・改廃 11 次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2002年度 中央 庶務 平成１４年度　職員の任免 44 次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2002年度 中央 庶務 平成１４年度　文書廃棄簿 12 次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2002年度 中央 庶務 平成１４年度　人事記録 42 次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2003年度 中央 庶務 平成１５年度　文書廃棄簿 12 次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2003年度 中央 庶務 平成１５年度　職員の任免 44 次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2003年度 中央 庶務 平成１５年度諸規程の制定・改廃 11 次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2003年度 中央 庶務 平成１５年度　人事記録 42 次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2003年度 中央 会計 体育館等耐震等改修工事関係綴１ 71 次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2003年度 中央 会計 体育館等耐震等改修工事関係綴２ 71 次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2003年度 中央 会計 体育館等耐震等改修工事関係綴３ 71 次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2004年度 中央 庶務 平成１６年度　文書廃棄簿 12 次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2004年度 中央 庶務 平成１６年度　職員の任免 44 次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2004年度 中央 庶務 平成１６年度　人事記録 42 次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2004年度 中央 会計 厨房ドライシステム化工事１ 71 次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2004年度 中央 会計 厨房ドライシステム化工事２ 71 次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2004年度 中央 会計 厨房ドライシステム化工事３ 71 次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄



2005年度 中央 庶務 平成１７年度　職員の任免 44 次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2005年度 中央 庶務 平成１７年度　人事記録 42 次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2006年度 中央 総務 平成１８年度　中央青少年交流の家諸規則の制定・改廃関係 11 次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2006年度 中央 総務 平成１８年度　人事記録簿 42 次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2006年度 中央 総務 平成１８年度　叙位叙勲関係 42 次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2007年度 中央 総務 平成１９年度　人事記録簿 42 次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2007年度 中央 総務 平成１９年度　叙位叙勲関係 42 次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2008年度 中央 総務 中央青少年交流の家諸規則の制定関係 11 次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2008年度 中央 総務 避難所施設利用に関する協定関係 15 次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2008年度 中央 総務 平成20年度　人事記録簿 42 次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2008年度 中央 総務 開所50周年記念式典関係 4 次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2008年度 中央 総務 平成20年度　叙位叙勲関係 42 次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2009年度 中央 総務 平成21年度　人事記録簿 42 次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2009年度 中央 総務 平成21年度　叙位叙勲関係 42 次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2010年度 中央 総務係 平成22年度所内規程の制定及び改正 11 次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2010年度 中央 管理係 研修館新営工事設計図・竣工図 71 次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2011年度 中央 総務係 平成23年度所内規程の制定及び改正 11 次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2011年度 中央 管理係 浄化槽設備他改修工事設計図・竣工図 71 次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2011年度 中央 管理係 基幹・環境整備等工事設計図・竣工図 71 次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2012年度 中央 総務係 平成24年度施設業務運営委員会 18 次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2012年度 中央 総務係 平成24年度業務実績シート 18 次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2012年度 中央 総務係 平成24年度非常勤職員の任用 47 次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2012年度 中央 総務係 平成24年度栄典関係 48 次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2012年度 中央 管理係 平成24年度国有財産及び民公有財産
使用許可申請

82 次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫３ 次長 廃棄

2012年度 中央 総務係 国立中央青少年交流の家法人文書廃棄簿 12 次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2012年度 中央 総務係 国立中央青少年交流の家法人文書管理簿 10 次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2012年度 中央 管理係 災害復旧に伴う建築工事設計図・竣工図 71 次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2012年度 中央 管理係 災害復旧に伴う外構その他工事竣工図 71 次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2012年度 中央 企画指導
専門職 危機管理マニュアル 104 次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2013年度 中央 総務係 平成25年度施設業務運営委員会 18 次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2013年度 中央 総務係 平成25年度業務実績シート 18 次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2013年度 中央 総務係 平成25年度非常勤職員の任用 47 次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2013年度 中央 総務係 平成25年度栄典関係 48 次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2013年度 中央 管理係 平成25年度国有財産及び民公有財産使用許可申請 82 次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2013年度 中央 管理係 建築基準法第12条定期調査に伴う修繕工事設計図・竣工図 71 次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2013年度 中央 管理係 浴室その他改修工事設計図・竣工図 71 次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2013年度 中央 管理係 地下重油タンク改修その他工事設計図・竣工図 71 次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2013年度 中央 管理係 ボイラー棟ハロン消火設備交換工事設計図・竣工図 71 次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度施設業務運営委員会 18 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度業務実績シート 18 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度非常勤職員の任用 47 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度国有財産及び民公有財産使用許可申請 82 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度所議 18 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度機構図 44 次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度職員の任免 44 次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度割愛 44 次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度土地貸借料に関する地権者代表との話合い 77 次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度電報関係 86 次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度減損に関する固定資産の調査 80 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度財産等使用許可 82 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度ボイラー性能検査 80 次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2014年度 中央 総務・管理係 平成26年度PCB廃棄物 76 次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄



2015年度 中央 総務・管理係 電報関係 86 次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 寄附金関係 86 次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 所議 18 次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 社会教育功労者表彰関係 48 次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 業務実績シート 18 次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 運営協議会 18 次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 機構図 44 次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 職員の任免 44 次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2015年度 中央 総務・管理係 ＰＣＢ廃棄物関係 76 次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2016年度 中央 事業支援室 平成28年度ＰＣＢ廃棄物関係 76 次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度出勤簿 59 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度浄化槽点検記録簿等　点検報告書類 101 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度「公文書等の管理に関する法律」に基づく法人文書の整
備について

12 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度御殿場市・玉穂地区等地元関係 22 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度郵便物発送簿 22 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度建築物定期調査報告書 99 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度照会事項等回答 22 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 97 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度旅費・謝金 94 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度研修支援プログラム確認票 88 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度御殿場市地域防災計画 15 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度施設整備・各所修繕要望一覧・採択案件 88 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度教育機能向上のための教育設備の整備について 88 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度収納報告書 88 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度予算管理関係 88 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度PCB廃棄物関係 76 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度契約締結関係(入札等) 97 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度給食業務契約関係 97 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度消防用設備等点検結果報告書 101 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度随意契約 97 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業支援室 平成29年度ＰＣＢ廃棄物関係 76 次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「NEALリーダー養成＆ボランティア養成研修」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「富士のさとボランティアキャンプ２０１８」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「富士サマーキャンプ」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「富士のさとイングリッシュキャンプ」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「富士のさとわくわくキャンプ」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「オープンハウス２０１７」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「アセアン中学生交流事業」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「幼児運動キャンプ」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ほっぷすてっぷキャンプ」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「防災力トレーニングキャンプ」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度教育事業「訪問お話し広場と自然遊び塾」 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職
平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」推進事業「静岡子ど
も体験フェスティバル」

105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度社会教育実習等受入関係 110 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 企画指導専門職 平成29年度ボランティア関係 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成30年度の利用期日調整 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成29年度利用承諾伺 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成29年度利用取り消しカード 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成29年度団体記録カード 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成29年度利用団体調査票 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成29年度回答・報告関係 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2017年度 中央 事業推進係 平成29年度傷病者対応カード 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2017年度 中央 事業推進係 平成29年度保険金請求関係 105 次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度職員研修 68 次長 2019年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度出勤簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度浄化槽点検記録簿等　点検報告書類 101 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係
平成30年度「公文書等の管理に関する法律」に基づく法人文書の整
備について

12 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　物品① 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　物品② 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　役務① 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　役務② 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係
支出契約決議書　契約③
　　　　　　　　　　　寝具類経費

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係
支出契約決議書　契約⑤
　　　　　　　　　　　燃料費
　　　　　　　　　　　土地借料

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　契約①
　　　　　　　　　　　業務委託費

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　契約②
　　　　　　　　　　　業務委託費

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係
支出契約決議書　契約④
　　　　　　　　　　　光熱水料

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出契約決議書　契約⑥
　　　　　　　　　その他運営経費

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係
支出契約決議書　契約⑦
自動車維持費・旅費交通費
会議費・立替・雑費・窓口払

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 支出決議及び支払依頼書 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費

97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 宿舎関係 91 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 固定資産管理 80 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 銀行振込依頼書（過年度分含む）　【職員・講師】 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 銀行振込依頼書（過年度分含む）　【取引先】 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 照会事項等回答 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 ボイラー運転業務関係 102 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 機構本部からの総務関係諸通知 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 出勤簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 休暇簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 勤務・宿直割振簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 休日の振替簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 時間外勤務管理簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 共済組合 63 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 雇用保険 65 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 社会保険 65 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 職員健康診断 66 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 転出・転入に伴う書類 54 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 人事関係通知・照会等 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 御殿場市・玉穂地区等地元関係 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 昇任・昇給 52 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 基準給与簿 52 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 諸手当認定簿 53 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 労働条件通知書 52 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 労働条件基準法関係手続 52 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 住所届 52 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 遡及データ報告書 52 次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 寄附金関係 86 次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 社会教育功労者表彰関係 48 次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 業務実績シート 18 次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 運営協議会 18 次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 職員の任免 44 次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度御殿場市・玉穂地区等地元関係 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度郵便物発送簿 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度建築物定期調査報告書 99 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度照会事項等回答 22 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度旅費・謝金 94 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度研修支援プログラム確認票 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度施設整備・各所修繕要望一覧・採択案件 88 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度教育機能向上のための教育設備の整備について 88 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度収納報告書 88 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度予算管理関係 88 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度契約締結関係(入札等) 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度給食業務契約関係 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度消防用設備等点検結果報告書 101 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度随意契約 97 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 休日の振替簿 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 勤務しないことの承認に関する申出書 59 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 総務・管理係 平成30年度ＰＣＢ廃棄物関係 70 次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ボランティア養成研修」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「NEALリーダー養成研修」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「富士のさとボランティアキャンプ２０１９」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「富士サマーキャンプ」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「富士のさとイングリッシュキャンプ」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「富士のさとわくわくキャンプ」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「オープンハウス２０１８」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「アセアン中学生交流事業」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「幼児運動キャンプ」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ほっぷすてっぷキャンプ」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度教育事業「訪問お話し広場と自然遊び塾」 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」推進事業「静岡子ど
も体験フェスティバル」

105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度社会教育実習等受入関係 110 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 企画指導専門職 平成30年度ボランティア関係 109 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成31年度の利用期日調整 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度利用承諾伺 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度利用取り消しカード 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度団体記録カード 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度利用団体調査票 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度回答・報告関係 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度傷病者対応カード 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2018年度 中央 事業推進係 平成30年度保険金請求関係 105 次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度浄化槽点検記録簿等　点検報告書類 101 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度「公文書等の管理に関する法律」に基づく法人文書の整
備について

12 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　物品① 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　物品② 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　物品③ 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　役務① 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　役務② 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
令和元年度支出契約決議書　契約①
　　　　　　　　　　　業務委託費

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
令和元年度支出契約決議書　契約②
　　　　　　　　　　　業務委託費

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　契約③
　　　　　　　　　　　寝具類経費

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出契約決議書　契約④
　　　　　　　　　　　光熱水料

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
令和元年度支出契約決議書　契約⑤
　　　　　　　　　　　燃料費
　　　　　　　　　　　土地借料

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
令和元年度支出契約決議書　契約⑥
　　　　　　　　　その他運営経費

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2019年度 中央 総務・管理係
令和元年度支出契約決議書　契約⑦
自動車維持費・旅費交通費ETC・
会議費・立替・雑費・窓口払

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度支出決議及び支払依頼書 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費①

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費②

97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 宿舎関係 91 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度固定資産管理 80 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 銀行振込依頼書（過年度分含む）　【職員・講師】【取引先】 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 ボイラー運転業務関係 102 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度寄附金関係 86 次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度宿直・警備業務日誌 36 次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」推進事業」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度旅費・謝金① 94 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度旅費・謝金② 94 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度収納報告書 88 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度予算管理関係 88 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度契約締結関係(入札等)① 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度契約締結関係(入札等)② 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度給食業務契約委託関係 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度消防用設備等点検結果報告書 101 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度随意契約 97 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度ＰＣＢ廃棄物関係 70 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度照会事項等回答 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 業務実績シート 18 次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 出勤簿 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 休暇簿 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 勤務・宿直割振簿 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 時間外勤務書・管理簿・報告書 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 休日の振替簿 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 宿直交替簿 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 代休指定簿 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 勤務しないことの承認に関する申出書 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 時間外勤務等理由書 59 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 労働条件基準法関係手続 52 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 共済組合 63 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 雇用保険 65 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 社会保険 65 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 給与の口座振込・申出・変更申請書 52 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 年末調整関係・扶養控除等申告書 52 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 証明書交付願 54 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度郵便物発送簿 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 電報関係 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 令和元年度規程改正関係 11 次長 2020年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係
令和元年度「公文書等の管理に関する法律」に基づく法人文書の整
備について

22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 機構本部からの総務関係諸通知 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 御殿場市・玉穂地区等地元関係 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 人事関係会議関係 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 外部からの依頼・回答 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 職員出張 68 次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 職員研修 68 次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 運営協議会 18 次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 所議 18 次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2019年度 中央 総務・管理係 静岡県青少年教育施設協議会 18 次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 東海北陸地区（静岡県）
青少年教育施設協議会関係

18 次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 社会教育功労者表彰関係 48 次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 職員の任免 44 次長 2020年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 転出・転入に伴う書類 54 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 機構図 41 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 個人番号 41 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 身分証明書 41 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 人事関係通知・照会等 22 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 職員健康診断 66 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 昇任・昇給 52 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 基準給与簿 52 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 通勤手当認定簿 53 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 住居手当認定簿 53 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 扶養手当認定簿 53 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 単身赴任手当認定簿 53 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 広域異動手当支給調書 53 次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 開所六十周年記念事業関連① 4 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 開所六十周年記念事業関連② 4 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

2019年度 中央 総務・管理係 開所六十周年記念事業関連③ 4 次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫５ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「ボランティア養成研修」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「NEALリーダー養成研修」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「富士のさとボランティアキャンプ２０１９」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「富士サマーキャンプ」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「富士のさとイングリッシュキャンプ」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「富士のさとわくわくキャンプ」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「オープンハウス２０１９」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「アセアン中学生交流事業」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「富士のさと　みくりや親子キャンプ」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度教育事業「訪問おはなし広場と自然遊び塾」 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度社会教育実習等受入れ関係 110 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 企画指導専門職 令和元年度ボランティア関係 109 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度食堂払い料金徴収確認日報 111 次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度給食施設実態調査 111 次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度検食簿 111 次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和２年度の利用期日調整 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度利用承諾伺 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度利用取り消しカード 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度団体記録カード 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度利用団体調査票 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度回答・報告関係 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度傷病者対応カード 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度保険金請求関係 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度施設使用料金等請求書控え 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度シーツ数確定表 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度シーツ数精算時確認表 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度宿舎割振表 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度利用団体日程表 105 次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2019年度 中央 事業推進係 令和元年度傷病記録 105 次長 2020年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度浄化槽点検記録簿等　点検報告書類 102 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
令和２年度「公文書等の管理に関する法律」に基づく法人文書の整
備について

12 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　物品① 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　物品② 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　物品③ 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　役務① 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　役務② 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
令和２年度支出契約決議書　契約①
　　　　　　　　　　　業務委託費

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　契約②
　　　　　　　　　　　業務委託費

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出契約決議書　契約③
　　　　　　　　　　　寝具類経費

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
令和２年度支出契約決議書　契約④
　　　　　　　　　　　光熱水料

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
令和２年度支出契約決議書　契約⑤
　　　　　　　　　　　燃料費
　　　　　　　　　　　土地借料

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
令和２年度支出契約決議書　契約⑥
　　　　　　　　　その他運営経費

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
令和２年度支出契約決議書　契約⑦
自動車維持費・旅費交通費ETC・
会議費・立替・雑費・窓口払

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度支出決議及び支払依頼書 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費①

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費②

98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 宿舎関係 92 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度固定資産管理 81 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 銀行振込依頼書（過年度分含む）　【職員・講師】【取引先】 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 ボイラー運転業務関係 103 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度寄附金関係 87 次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度宿直・警備業務日誌 37 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」推進事業」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度旅費・謝金① 95 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度旅費・謝金② 95 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度収納報告書 89 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度予算管理関係 89 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度契約締結関係(入札等)① 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度契約締結関係(入札等)② 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度給食業務契約委託関係 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度消防用設備等点検結果報告書 102 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度随意契約 98 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度ＰＣＢ廃棄物関係 71 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度照会事項等回答 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 業務実績シート 18 次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 出勤簿 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 休暇簿 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 勤務・宿直割振簿 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 時間外勤務書・管理簿・報告書 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 休日の振替簿 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 宿直交替簿 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 代休指定簿 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 勤務しないことの承認に関する申出書 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 時間外勤務等理由書 60 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 労働条件基準法関係手続 53 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 共済組合 64 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 雇用保険 66 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 社会保険 66 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 給与の口座振込・申出・変更申請書 53 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 年末調整関係・扶養控除等申告書 53 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 証明書交付願 54 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度郵便物発送簿 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2020年度 中央 総務・管理係 電報関係 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 令和２年度規程改正関係 11 次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 機構本部からの総務関係諸通知 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 御殿場市・玉穂地区等地元関係 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 人事関係会議関係 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 外部からの依頼・回答 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 職員出張 69 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 職員研修 69 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 運営協議会 18 次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 所議 18 次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 静岡県青少年教育施設協議会 18 次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係
東海北陸地区（静岡県）
青少年教育施設協議会関係

18 次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 社会教育功労者表彰関係 49 次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 職員の任免 45 次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 転出・転入に伴う書類 55 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 人事関係通知・照会等 23 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 職員健康診断 67 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 昇任・昇給 53 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 基準給与簿 53 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 通勤手当認定簿 54 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 住居手当認定簿 54 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 扶養手当認定簿 54 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 単身赴任手当認定簿 54 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 広域異動手当支給調書 54 次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等改修工事　完成図書 71 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等改修工事　設計図 72 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等電気設備改修工事　完成図書 71 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等電気設備改修工事　設計図書 72 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等電気設備改修工事　工事書類（契約関
係）

71 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等機械設備改修工事　設計図書 72 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 総務・管理係 あかまつ・つつじ棟宿泊室等機械設備改修工事　完成図書 71 次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「ボランティア養成研修」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「NEALインストラクター養成講習会」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「教員免許状更新講習（選択領域）」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「教員免許状更新講習（必修領域・選択必修領
域）」

107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「富士のさとボランティアキャンプ２０２０」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「富士のさと　LAKE　CAMP」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「富士のさとイングリッシュキャンプ」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「富士のさとわくわくキャンプ　夏」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「富士のさとわくわくキャンプ　冬」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「オープンハウス２０２０」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「アセアン中学生交流事業」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「富士のさと　親子でD･I･Yキャンププ」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「訪問おはなし広場と自然遊び塾」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度社会教育実習等受入れ関係 112 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度ボランティア関係（登録・更新） 111 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 企画指導専門職 令和２年度教育事業「地域探究プログラム」 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度食堂払い料金徴収確認日報 113 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度給食施設実態調査 113 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和年度検食簿 113 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和３年度の利用期日調整 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度利用承諾伺 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2020年度 中央 事業推進係 令和２年度利用取り消しカード 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度団体記録カード 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度利用団体調査票 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度回答・報告関係 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度傷病者対応カード 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度保険金請求関係 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度施設使用料金等請求書控え 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度シーツ数確定表 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度シーツ数精算時確認表 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度宿舎割振表 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度利用団体日程表 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度傷病記録 107 次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度食堂払い料金徴収確認日報 113 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度給食施設実態調査 113 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2020年度 中央 事業推進係 令和２年度検食簿 113 次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度浄化槽点検記録簿等　点検報告書類 102 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度「公文書等の管理に関する法律」に基づく法人文書の整
備について

12 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度支出契約決議書　契約①
　　　　　　　　　　　業務委託費

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係
令和３年度支出契約決議書　契約②
　　　　　　　　　　　業務委託費

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度支出契約決議書　契約③
　　　　　　　　　　　寝具類経費

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度支出契約決議書　契約④
　　　　　　　　　　　光熱水料

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係
令和３年度支出契約決議書　契約⑤
　　　　　　　　　　　燃料費
　　　　　　　　　　　土地借料

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度支出契約決議書　契約
電話・PCﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ・後納郵便・サニクリーン・会費

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係
令和３年度支出契約決議書　契約⑦
自動車維持費・旅費交通費ETC・
会議費・立替・雑費・窓口払

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度支出決議及び支払依頼書 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費①

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係
教育事業付帯業務経費　研修支援事業経費
特定研修活動実施経費
各種事業費②

98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 宿舎関係 92 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度固定資産管理 81 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 銀行振込依頼書（過年度分含む）　【職員・講師】【取引先】 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度寄附金関係 87 次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度宿直・警備業務日誌 37 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」推進事業 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度旅費・謝金① 95 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度旅費・謝金② 95 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度収納報告書 89 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度予算管理関係 89 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度契約締結関係(入札等)① 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度給食業務契約委託関係 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度消防用設備等点検結果報告書 102 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度随意契約 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度ＰＣＢ廃棄物関係 71 次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度照会事項等回答 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 業務実績シート 18 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 出勤簿 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 休暇簿 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 勤務・宿直割振簿 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 時間外勤務書・管理簿・報告書 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 休日の振替簿 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 宿直交替簿 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 代休指定簿 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2021年度 中央 総務・管理係 勤務しないことの承認に関する申出書 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 時間外勤務等理由書 60 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 労働条件基準法関係手続 53 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 共済組合 64 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 雇用保険 66 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 社会保険 66 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 給与の口座振込・申出・変更申請書 53 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 年末調整関係・扶養控除等申告書 53 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 証明書交付願 54 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度郵便物発送簿 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 電報関係 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度規程改正関係 11 次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 機構本部からの総務関係諸通知 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 御殿場市・玉穂地区等地元関係 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 人事関係会議関係 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 外部からの依頼・回答 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 職員出張 69 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 職員研修 69 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 運営協議会 18 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 所議 18 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 静岡県青少年教育施設協議会 18 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 東海北陸地区（静岡県）
青少年教育施設協議会関係

18 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 社会教育功労者表彰関係 49 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 職員の任免 45 次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 転出・転入に伴う書類 55 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 人事関係通知・照会等 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 職員健康診断 67 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 昇任・昇給 53 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 基準給与簿 53 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 通勤手当認定簿 54 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 住居手当認定簿 54 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 扶養手当認定簿 54 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 単身赴任手当認定簿 54 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 広域異動手当支給調書 54 次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 新型コロナウイルス対応（１） 21 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 国立公文書館へ移管

2021年度 中央 総務・管理係 新型コロナウイルス対応（２） 21 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子データ 共通フォルダ 次長 国立公文書館へ移管

2021年度 中央 総務・管理係 令和３年度傷害保険報告書 98 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係
令和３年度財産等使用許可・自衛隊固有財産
民公有財産使用許可申請 71 次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 総務・管理係 機構本部への報告・回答 23 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「ボランティア養成研修」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「教員免許状更新講習」（選択領域） 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職
令和３年度教育事業「教員免許状更新講習」（必修領域・選択必修
領域）

107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「体験活動指導者スキルアップ研修」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「富士のさと　防災・減災キャンプ」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「富士のさと　イングリッシュキャンプ」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「富士のさと　わくわくキャンプ」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「ビーチスポーツ体験会」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「オープンハウス２０２１」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「親子デイキャンプ」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「生活自立支援事業」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「おはなし広場と自然遊び塾」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度社会教育実習等受入れ関係 112 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄



2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度ボランティア関係（登録・更新） 111 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「地域探究プログラム」（オリエンテーション合
宿）

107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職
令和３年度教育事業「実践研究＆特色あるプログラム　中学会議
所」

107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「富士のさと　ボランティアキャンプ２０２１」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「特色あるプログラム」 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「ネット依存対策事業」（メイン） 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 企画指導専門職 令和３年度教育事業「ネット依存対策事業」（セカンド） 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和４年度の利用期日調整 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度利用承諾伺 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度利用取り消しカード 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度団体記録カード 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度利用団体調査票 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度回答・報告関係 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度傷病者対応カード 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度保険金請求関係 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度施設使用料金等請求書控え 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度シーツ数確定表 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度シーツ数精算時確認表 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度宿舎割振表 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度利用団体日程表 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度傷病記録 107 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度食堂払い料金徴収確認日報 113 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度給食施設実態調査 113 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度検食簿 113 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度利用促進広報 113 次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度アンケート調査表 113 次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

2021年度 中央 事業推進係 令和３年度写真・映像等の使用に係る承諾等 113 次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫４ 次長 廃棄

1976年度 淡路 会計 国立淡路青年の家汚水処理施設完成図書 71 淡路次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1976年度 淡路 会計 国立淡路青年の家外構整備その他工事竣功図 71 淡路次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1976年度 淡路 会計 国立淡路青年の家浄化槽その他工事完成図・機器試験成績表 71 淡路次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1976年度 淡路 会計 屎尿処理施設設置届綴 71 淡路次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1979年度 淡路 庶務 昭和５４年度開所１０周年記念誌 6 淡路次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1979年度 淡路 庶務 昭和５４年度開所１０周年記念式典関係資料 4 淡路次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1979年度 淡路 会計 国立淡路青年の家設備整備工事完成図 71 淡路次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1981年度 淡路 庶務 昭和５６年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1982年度 淡路 庶務 昭和５７年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1982年度 淡路 会計 国立淡路青年の家浴室改修工事完成図・機器完成図・性能試験成
績表・機器取扱説明書

71 淡路次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1983年度 淡路 庶務 昭和５８年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1984年度 淡路 庶務 昭和５９年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1984年度 淡路 庶務 昭和５９年度所報第１５号 6 淡路次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1985年度 淡路 庶務 昭和６０年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1985年度 淡路 庶務 昭和６０年度所報第１６号 6 淡路次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1985年度 淡路 会計
国立淡路青年の家宿泊棟第２回冷暖房整備工事完成図／機器完
成図／性能試験成績表

71 淡路次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1986年度 淡路 庶務 昭和６１年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1986年度 淡路 庶務 昭和６１年度所報第１７号 6 淡路次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1986年度 淡路 会計 国立淡路青年の家設備改修工事完成図・機器完成図・性能試験成
績表

71 淡路次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1987年度 淡路 庶務 昭和６２年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1987年度 淡路 庶務 昭和６２年度所報第１８号 6 淡路次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1987年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿舎等設備改修工事完成図 71 淡路次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1988年度 淡路 庶務 昭和６３年度うずしお第１・２号 6 淡路次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1988年度 淡路 庶務 昭和６３年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1988年度 淡路 会計 国立淡路青年の家厨房改修工事完成図書／電気設備 71 淡路次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



1988年度 淡路 会計 国立淡路青年の家厨房設備改修工事完成図 71 淡路次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1989年度 淡路 庶務 平成元年度うずしお第３・４・５号 6 淡路次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1989年度 淡路 庶務 平成元年度開所２０周年記念誌 6 淡路次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1989年度 淡路 庶務 平成元年度開所２０周年記念式典関係資料 4 淡路次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1989年度 淡路 庶務 平成元年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1990年度 淡路 庶務 平成２年度うずしお第６・７号 6 淡路次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1990年度 淡路 庶務 平成２年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1990年度 淡路 庶務 平成２年度級別定数関係書類綴 41 淡路次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1990年度 淡路 会計 国立淡路青年の家食堂棟外壁改修工事完成図書 71 淡路次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1991年度 淡路 庶務 平成３年度うずしお第８・９号 6 淡路次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1991年度 淡路 庶務 平成３年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1991年度 淡路 庶務 平成３年度級別定数関係書類綴 41 淡路次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度諸規則関係 11 淡路次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度人事異動伺（特別昇給） 44 淡路次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度人事異動伺（普通昇給） 44 淡路次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度俸給関係審査協議書 44 淡路次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度うずしお第１０・１１号 6 淡路次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1992年度 淡路 庶務 平成４年度級別定数関係書類綴 41 淡路次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度諸規則関係 11 淡路次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度人事関係調査統計報告（退職手当） 44 淡路次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度うずしお第１２・１３号 6 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度級別定数関係 41 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 庶務 平成５年度欠員状況報告 41 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 会計 国立淡路青年の家改修機械工事完成図 71 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 会計 国立淡路青年の家改修電気工事完成図 71 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修機械工事完成図 71 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1993年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修電気工事完成図 71 淡路次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度諸規則関係 11 淡路次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度人事関係調査統計報告（退職手当） 44 淡路次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度うずしお第１４・１５号 6 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度級別定数関係 41 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 庶務 平成６年度欠員状況報告 41 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家講師棟等機械工事完成図（１／２） 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家講師棟等機械工事完成図（２／２） 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟エレベータ工事完成図 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修第２回機械工事完成図 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修第２回電気工事完成図 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家本館改修機械工事完成図 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1994年度 淡路 会計 国立淡路青年の家本館等電気工事・本館等第２回電気工事完成図 71 淡路次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 庶務 平成７年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 庶務 平成７年度諸規則関係 11 淡路次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 庶務 平成７年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 庶務 平成７年度管理職員等台帳 42 淡路次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 庶務 平成７年度級別定数関係 41 淡路次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 庶務 平成７年度欠員状況報告 41 淡路次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



1995年度 淡路 庶務 平成７年度所報第１９号 6 淡路次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修第３回機械工事完成図 71 淡路次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1995年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修第３回電気工事完成図 71 淡路次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1996年度 淡路 庶務 平成８年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1996年度 淡路 庶務 平成８年度諸規則関係 11 淡路次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1996年度 淡路 庶務 平成８年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1996年度 淡路 庶務 平成８年度級別定数関係 41 淡路次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1996年度 淡路 庶務 平成８年度欠員状況報告 41 淡路次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1996年度 淡路 会計 国立淡路青年の家改修電気設備工事完成図 71 淡路次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度諸規則関係 11 淡路次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度退職手当法 11 淡路次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度概要 6 淡路次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度級別定数関係 41 淡路次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度欠員状況報告 41 淡路次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1997年度 淡路 庶務 平成９年度所報第２０号 6 淡路次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度諸規則関係 11 淡路次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度退職手当法 11 淡路次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度概要 6 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度級別定数関係 41 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度欠員状況報告 41 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 庶務 平成１０年度所報第２１号 6 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 会計 国立淡路青年の家宿泊棟改修建築工事完成図 71 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 会計 国立淡路青年の家食堂棟改修機械設備工事完成図 71 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 会計 国立淡路青年の家食堂棟改修建築工事完成図 71 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 会計 国立淡路青年の家食堂棟改修電気設備工事完成図 71 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1998年度 淡路 会計 国立淡路青年の家本館改修建築工事　Ｄ宿舎屋上防水改修工事
／海浜文化資料展示室等整備工事完成図書

71 淡路次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度諸規則関係 11 淡路次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度退職手当法 11 淡路次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度開所３０周年記念誌 6 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度開所３０周年記念式典関係資料 4 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度概要 6 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度級別定数関係 41 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度欠員状況報告 41 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 庶務 平成１１年度所報第２２号 6 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

1999年度 淡路 会計 国立淡路青年の家浴室棟ボイラー改修機械設備工事完成図書 71 淡路次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度共済組合通知・規則改定等 11 淡路次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度諸規則関係 11 淡路次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度退職手当法 11 淡路次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 平成１２年度防火対象物使用開始届出書 15 淡路次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 人事記録 42 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度概要 6 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度級別定数関係 41 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度欠員状況報告 41 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度所報第２３号 6 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 庶務 平成１２年度所報第２４号 6 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2000年度 淡路 会計 国立淡路青年の家改修機械設備工事完成図 71 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 国立淡路青年の家外２件改修建築工事完成図 71 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 国立淡路青年の家外２件改修建築工事竣功図 71 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 特別区域内工作物建築許可申請等関係書類 71 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 平成１２年度国立淡路青年の家改修電気設備工事完成図 71 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 平成１２年度他官署等届出書類 2 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2000年度 淡路 会計 無線局免許申請書 2 淡路次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 庶務 平成１３年度諸規則関係 11 淡路次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 庶務 平成１３年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 会計 平成１３年度会計関係所内規則・規程綴 11 淡路次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 業務 楽しいカッター研修のすすめ 105 淡路次長 2002年4月1日 常用 未定 ビデオテープ 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 庶務 平成１３年度級別定数関係 41 淡路次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 庶務 平成１３年度欠員状況報告 41 淡路次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2001年度 淡路 会計 平成１２年度独立行政法人に承継する財産の特定作業に関する文
書綴

70 淡路次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2002年度 淡路 庶務 平成１４年度諸規則関係 11 淡路次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2002年度 淡路 庶務 平成１４年度人事異動伺い（上申関係） 44 淡路次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 人事異動・昇格・主任定数綴 44 淡路次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 平成１８年度人事異動伺 44 淡路次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 機構規程綴 11 淡路次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 危機管理マニュアル 104 淡路次長 2007年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 人事記録 42 淡路次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 総務 平成１８年度概要・所報綴 6 淡路次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 管理（施設） 国立淡路青少年交流の家耐震改修等機械設備工事完成図 71 淡路次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 管理（施設） 国立淡路青少年交流の家耐震改修等工事完成図 71 淡路次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2006年度 淡路 管理（施設） 国立淡路青少年交流の家耐震改修等電気設備工事完成図 71 淡路次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2007年度 淡路 総務 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2007年度 淡路 総務 平成１9年度人事異動関係 44 淡路次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2007年度 淡路 管理（施設） 国立淡路青少年交流の家耐震改修等機械設備工事完成図(C.D.桜
棟）

71 淡路次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2007年度 淡路 管理（施設） 国立淡路青少年交流の家耐震改修等工事完成図(C.D.桜棟） 71 淡路次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2007年度 淡路 管理（施設） 国立淡路青少年交流の家耐震改修等電気設備工事完成図(C.D.桜
棟）

71 淡路次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2008年度 淡路 総務 人事異動関係 44 淡路次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2008年度 淡路 総務 人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2008年度 淡路 総務 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2008年度 淡路 総務 人事記録 42 淡路次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 労働基準監督署関係 45 淡路次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 人事異動関係 44 淡路次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 概要・所報綴 6 淡路次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 公印の制定・改廃 5 淡路次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 行事 4 淡路次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 人事記録 42 淡路次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2009年度 淡路 総務 沿革・記録 4 淡路次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 労働基準監督署関係 45 淡路次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 人事異動関係 44 淡路次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 公印の制定・改廃 5 淡路次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 人事記録 42 淡路次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2010年度 淡路 総務係 沿革・記録 4 淡路次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2011年度 淡路 総務係 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 平成２３年度人事異動関係 44 淡路次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 平成２３年度人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 平成２３年度労働基準監督署関係 45 淡路次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 公印の制定・改廃 5 淡路次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 沿革・記録 4 淡路次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2011年度 淡路 総務係 人事記録 42 淡路次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　企画経営会議　議事録 18 淡路次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　中期目標・中期計画・年度計画・業務運営方針等 18 淡路次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　内部評価綴 18 淡路次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　業務実績シート綴 18 淡路次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　運営協議会 18 淡路次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　人事異動関係 44 淡路次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 平成２４年度　人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 危機管理マニュアル 104 淡路次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 人事記録 42 淡路次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 栄典 ・表彰 4 淡路次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2012年度 淡路 総務係 沿革・記録 4 淡路次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 栄典 ・表彰 48 淡路次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 中期目標・中期計画・年度計画・業務運営方針等 18 淡路次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 人事異動関係 44 淡路次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 人事関係（教育委員会綴） 44 淡路次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 沿革・記録 4 淡路次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 公印の制定・改廃 5 淡路次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2013年度 淡路 総務管理係（総務） 人事記録 42 淡路次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 機構会議 18 淡路次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・プロジェクト会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2014年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2015年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2015年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2015年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・プロジェクト会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2015年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2015年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2015年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 基準給与簿 52 淡路次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 給与関係 52 淡路次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員及び研修指導員給与関係 52 淡路次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 超過勤務手当 52 淡路次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間報告書 52 淡路次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 年末調整 52 淡路次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2016年度 淡路 総務管理係（総務） 機構会議 18 淡路次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2016年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 教員免許状更新講習 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 親子de忍者修行にちゃれんじ 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 うずしお交遊塾 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 生きる力測定・分析 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア自主企画事業① 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 おやこちゃれんじ①② 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 おやこちゃれんじ④⑤ 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 映画を創ってみよう!! 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア関係 109 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア募集（活動募集・依頼） 109 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア養成セミナー 109 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周① 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周② 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2017（企画） 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2017（体験活動係） 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2017（その他） 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 まるごとあそび忍者修行体験 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ホームページ関係 26 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 子どもゆめ基金助成説明会（徳島・丹波） 108 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ブース出展 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 子どもの貧困対策 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 AWAJI未来探検隊 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 体験の風をおこそうフォーラム（徳島） 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 AWAJIうみのようちえん 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2017（スポーツ） 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 全国防災ジュニアリーダー育成合宿 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 卓球クリニックⅣ in 淡路 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア自主企画事業②
「遊びを極め隊～みんなであそぶ子大集合～」

109 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職
自然体験活動指導者養成研修
NEALリーダー

105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 企画指導専門職 自然体験活動上級指導者養成研修
NEALインストラクター

105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 日程調整会 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用申込確認書 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用承諾伺 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用者アンケート 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 下見 【利用を検討している団体】 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用承諾伺① 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用承諾伺② 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用承諾伺③ 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿4～6月 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿7月～ 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 講師室使用連絡票 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 専有利用承諾伺 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用者名簿① 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用者名簿② 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2017年度 淡路 事業推進係 利用者名簿③ 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 実施されたプログラム 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 宿舎割振表 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書① 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書② 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 利用内容確認書 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 食数日計表／確定表 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 事業推進係 研修指導員の勤務管理に関すること 59 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約依頼・契約伺 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 平成二十九年度　調査・報告書　綴 90 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 公共料金等契約決議書 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約等決議書 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 日報（食堂・コンビ二・銀行振込）　綴 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴① 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴② 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴③ 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴④ 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑤ 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑥ 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 保守契約等契約決議書 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書① 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書② 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 支払決議及び支払依頼書 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理）  平成二十九年度 予算関係　綴 90 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 「うずしおフェスティバル」契約決議書 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 収納・確定報告書　綴 90 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 清掃日誌　綴 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 「淡路島から体験の風をおこそう」実行委員会 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 平成二十九年度　講師棟清掃等日誌　綴 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 単価契約等決議書(NO.2/2) 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 単価契約等決議書(NO.2/2) 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（管理） 「近畿地区青少年教育施設協議会」　契約決議書 97 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区国立大学法人等関係 24 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 共済関係 63 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 雇用保険関係 65 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 社会保険関係 65 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係調査統計報告 22 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 諸会議派遣 27 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行計画書／報告書 27 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行依頼簿 27 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行命令簿 27 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 健康診断 66 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 宿直及び勤務時間割振 59 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係雑文書 22 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 郵便・切手関係　・後納郵便物差出票・後納郵便発送簿・郵便切手
使用簿・郵便切手受払簿・特殊郵便物接受簿・電報発信源議書

22 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 木曜会 24 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区青少年教育施設協議会 106 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） うずしおフェスティバル（実行委員会関係・後援名義関係・協賛関係） 105 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 106 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 出勤簿 59 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿① 59 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿② 59 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2017年度 淡路 総務管理係（総務） 休日の振替簿 59 淡路次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 基準給与簿 52 淡路次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 給与関係 52 淡路次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員及び研修指導員給与関係 52 淡路次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 超過勤務手当 52 淡路次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間報告書 52 淡路次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 年末調整 52 淡路次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 機構会議 18 淡路次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2017年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 日程調整会 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用申込確認書 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用者アンケート 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用承諾伺① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用承諾伺② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿 4～6月 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿 7月～ 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 活動場所予約　　　　　　　　(プログラム予約) 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用者名簿① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用者名簿② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用者名簿③ 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 実施されたプログラム 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 宿舎割振表 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 利用内容確認書 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 下見【利用を検討している団体】 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 研修指導員の勤務管理に関すること 59 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 事業推進係 食数日計表／確定表 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約依頼・契約伺 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 平成三十年度　調査・報告書　綴 90 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 日報（食堂・コンビ二・銀行振込）　綴 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴　教育事業 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴① 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴② 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴③ 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴④ 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑤ 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑥ 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑦ 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑧ 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書　教育事業 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 支払決議及び支払依頼書 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 平成三十年度 予算関係　綴 90 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 「うずしおフェスティバル」契約決議書 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2018年度 淡路 総務管理係（管理） 平成三十年度　収納・確定報告書　綴 90 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 清掃日誌　綴 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 平成三十年度　講師棟清掃等日誌　綴 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 単価契約等決議書 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 「近畿地区青少年教育施設協議会」　契約決議書 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（管理） 自動販売機の委託契約関係綴 97 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区国立大学法人等関係 24 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 共済関係 63 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 雇用保険関係 65 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 社会保険関係 65 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係調査統計報告① 22 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係調査統計報告① 22 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 諸会議派遣 27 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行計画書／報告書 27 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行依頼簿 27 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行命令簿 27 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 健康診断 66 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 宿直及び勤務時間割振 59 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係雑文書 22 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 郵便・切手関係　・後納郵便物差出票・後納郵便発送簿・郵便切手
使用簿・郵便切手受払簿・特殊郵便物接受簿・電報発信源議書

22 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 木曜会 24 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区青少年教育施設協議会 106 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） うずしおフェスティバル（実行委員会関係・後援名義関係・協賛関係） 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 106 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 出勤簿 59 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿① 59 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿② 59 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 休日の振替簿 59 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 基準給与簿 52 淡路次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 給与関係 52 淡路次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員及び研修指導員給与関係 52 淡路次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 超過勤務手当 52 淡路次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間報告書 52 淡路次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 年末調整 52 淡路次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 おやこちゃれんじ（9月・11月） 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 おやこちゃれんじ（2月・3月） 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 映画を創ってみよう!! 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア関係 109 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア募集（活動募集・依頼） 109 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア養成セミナー 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2018（企画） 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2018（体験活動係） 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 まるごとあそび忍者修行体験 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ホームページ関係 26 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 子どもゆめ基金助成説明会 108 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ブース出展 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2018年度 淡路 企画指導専門職 自立支援キャンプ 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 AWAJI未来探検隊 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 とくしま体験の風をおこそうフォーラム 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 AWAJIうみのようちえん 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2018（スポーツ） 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 全国防災ジュニアリーダー育成合宿 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 卓球クリニックⅣ in 淡路 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア自主企画 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職
自然体験活動指導者養成研修
NEALリーダー

105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 教員免許状更新講習① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 教員免許状更新講習② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 うずしお交遊塾 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 トライやるウィーク関係綴① 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 トライやるウィーク関係綴② 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 幼児期の運動プログラム普及事業 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 企画指導専門職 教科等と関連付けた体験プログラム 105 淡路次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2018年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録①　「傷病記録」 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録②　「健康チェック表」 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日程調整会 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用申込確認書 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 利用者アンケート 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 活動場所（プログラム）予約・利用承諾伺① 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 活動場所（プログラム）予約・利用承諾伺② 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 利用者名簿① 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 利用者名簿② 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 利用者名簿③ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 実施されたプログラム 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 宿舎割振表 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 利用内容確認書 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 下見【利用を検討している団体】 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 食数日計表／確定表 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 給食業務関係（アレルギー予定表） 111 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル① 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル② 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル③ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル④ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル⑤ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿 4～6月 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿 7月～ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 研修指導員の勤務管理に関すること 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書① 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書② 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア養成セミナー 109 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア募集（活動募集・依頼） 109 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア関係 109 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア自主企画 109 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周① 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周② 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ひょうごユース防災・減災ワークショップ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 映画を創ってみよう！！アジア国際子ども映画祭 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2019年度 淡路 企画指導専門職 日独交流事業 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ①②③ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 自立支援キャンプ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 教員免許状更新講習 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ホームページ関係 26 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 子どもゆめ基金助成説明会 108 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 本部提出関係 22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ブース出展 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル2019（スポーツ） 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 卓球クリニックＦＩＮＡＬ in 淡路 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職
トレジャーハンターになろう！
～伝説の海賊の宝箱を探せ～

105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ボランティアステップアップセミナー 109 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 うずしお交遊塾 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ④ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 自然体験活動上級指導者養成事業 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ⑤⑥ 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 親子で遊ぼう！とくしまフォーラム 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ＡＷＡＪＩ未来探検隊 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 ＡＷＡＪＩうみのようちえん 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 企画指導専門職 教科等と関連付けた体験活動プログラム 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約依頼・契約伺 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 2019年度　調査・報告書　綴 22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 日報（食堂・コンビ二・銀行振込）　綴 105 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴① 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴② 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴③ 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴④ 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑤ 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑥ 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　 綴⑦ 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　 綴⑧ 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書　教育事業① 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金　経費精算書　教育事業② 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 支払決議及び支払依頼書（旅費謝金） 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 長期契約関係書類 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 2019年度　収納・確定報告書　綴 86 淡路次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 平成三十一年度　清掃日誌　綴 102 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 2019年度　講師棟清掃日誌　綴 102 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 2019年度　公務員宿舎　関係 91 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 自動販売機の委託契約関係綴 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 食事数変更票 111 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 2019年度 予算関係　綴 88 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 単価契約等決議書 97 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 給食業務委託契約関係書類 111 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（管理） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 106 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 機構会議 18 淡路次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区国立大学法人等関係 24 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 基準給与簿 52 淡路次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄



2019年度 淡路 総務管理係（総務） 給与関係 52 淡路次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員及び研修指導員給与関係 52 淡路次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 超過勤務手当 52 淡路次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間報告書 52 淡路次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 共済関係 63 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 雇用保険関係 65 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 社会保険関係 65 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 45 淡路次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務）
総務関係調査統計報告（総務係、企画・評価係、人事企画係、給与
係）

22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係調査統計報告（福祉係、教育事業部、調査・広報課、財務
課、国民運動等推進室、ゆめ基金部、民間運動等連携室、その他）

22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係調査統計報告（文部科学省等、その他） 22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行計画書／報告書 27 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 健康診断 66 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 宿直及び勤務時間割振 59 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 総務関係雑文書 22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 公用車使用願 33 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 日誌関係（日誌・宿直/警備・自動車運行） 33 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 文書処理簿 32 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 給食業務関係 111 淡路次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 郵便・切手関係　・後納郵便物差出票・後納郵便発送簿・郵便切手
使用簿・郵便切手受払簿・特殊郵便物接受簿・電報発信源議書

22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 木曜会 24 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区青少年教育施設協議会 106 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 104 淡路次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 106 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 出勤簿 59 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿① 59 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿② 59 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 休日の振替簿 59 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 50周年記念事業 4 淡路次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 利用者向上プロジェクト 26 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 損害保険関係 30 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） 子どもゆめ基金 86 淡路次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2019年度 淡路 総務管理係（総務） マイナンバー関係 22 淡路次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 淡路書庫１ 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録①　「傷病記録」 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録②　「健康チェック表」 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 日程調整会 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用申込確認書 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届① 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届② 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届③ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 利用者アンケート 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 活動場所（プログラム）予約・利用承諾伺 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 利用者名簿 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 実施されたプログラム① 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 宿舎割振表① 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 利用内容確認書 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 下見【利用を検討している団体】 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル① 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル② 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル③ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル④ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄



2020年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 研修指導員の勤務管理に関すること 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書① 25 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書② 25 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 事業推進係 体調不良者申告聞き取りリスト 21 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 移管

2020年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア養成セミナー 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 日独青少年指導者セミナー 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 生活・自立支援キャンプ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア関係 111 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 教員免許状更新講習 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ①② 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 教科等と関連付けた体験活動プログラム 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ホームページ関係 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職
ボランティア自主企画
大学生のためのボランティア活動推進事業
自主企画事業支援プロジェクト

107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア募集（活動募集・依頼） 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ボランティアステップアップセミナー 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ　淡路島一周 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 映画を創ってみよう！！アジア国際子ども映画祭 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ひょうごユース防災・減災ワークショップ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル　２０２０ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル（スポーツ） 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 子どもゆめ基金助成説明会 110 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 本部提出関係 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 日帰り事業（ブース出展） 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ③④ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 うずしお交遊塾 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ＡＷＡＪＩ未来探検隊 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 ＡＷＡＪＩうみのようちえん 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 自然体験活動上級指導者養成事業 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 親子で遊ぼう！あわじフォーラム 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 地域の教育的課題に対応するプログラム事業 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 トライやるウイーク 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 全国高校生体験活動顕彰制度 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 自然学校緊急応援ＧООＤプロジェクト 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職 イングリッシュキャンプ 107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 企画指導専門職
うき・わくビート！
音楽セッション in AWAJI

107 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約依頼・契約伺 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 令和２度　調査・報告書　綴 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 建築基準法による定期報告書 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 日報（食堂・コンビ二・銀行振込）　綴 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴① 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴② 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴③ 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴④ 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑤ 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑥ 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑦ 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑧ 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金・立替　綴① 95 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金・立替　綴② 95 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 令和２年度　収納・確定報告書　綴 95 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 令和２年度　清掃日誌　綴 103 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄



2020年度 淡路 総務管理係（管理） 令和２年度　講師棟清掃日誌　綴 103 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 令和２年度　公務員宿舎　関係 92 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 自動販売機の委託契約関係綴 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 食事数変更票 113 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 食数日計表／確定表 113 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 令和２年度 予算関係　綴 89 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（管理） 宿泊CD棟宿泊室等改修工事関係 98 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 基準給与簿 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 給与関係 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員及び研修指導員給与関係 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 超過勤務手当 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間報告書 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 共済関係 64 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 雇用保険関係 66 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 社会保険関係 66 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 46 淡路次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 機構本部からの照会等 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 外部機関からの照会等 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 旅行命令関係（旅行計画／報告書・地方施設所長等に係る旅行報
告一覧表）

28 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 健康診断 67 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間・休暇等に関するもの（宿直及び勤務時間割振・休日の振
替簿・宿直交代・勤務しないことの承認に関する申出書）

60 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 所内通知文書に関すること 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 公用車使用願 34 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 日誌関係（日誌・宿直／警備・自動車運行） 34 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 公印使用及び文書処理に関すること 33 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 給食業務関係 113 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 郵便・切手関係（後納郵便物差出票・後納郵便発送簿・郵便切手使
用簿・郵便切手受払簿・特殊郵便物接受簿・電報発信原議書）

23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 木曜会 108 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区青少年教育施設協議会 108 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 危機管理マニュアル綴 105 淡路次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） うずしおフェスティバル（実行委員会関係・後援名義関係・協賛関係・
文書処理簿）

108 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 108 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 出勤簿 60 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿 60 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路青少年交流の家諸規則の制定・改廃 11 淡路次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 広報資料 27 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 所内プロジェクト関係 27 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 損害保険関係 31 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 子どもゆめ基金 87 淡路次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） マイナンバー関係 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 共催・後援等名義使用承諾関係 26 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 新型コロナウイルス関係 21 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 移管

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 栄典・表彰 49 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 給与の口座振込　申出・変更届出書 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 諸手当終了者 53 淡路次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 兼業関係届出書 68 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 職務命令伺い 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 労働条件通知書 43 淡路次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄



2020年度 淡路 総務管理係（総務） 職員の研修、講習、説明会、資格関係 68 淡路次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 法人文書管理状況調査 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 法人文書ファイル廃棄簿 12 淡路次長 2021年4月1日 12年 2033年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 職員の人事関係 45 淡路次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員の人事関係 56 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 防災関係（自衛消防訓練含） 15 淡路次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 連携協定関係 2 淡路次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 機構図 42 淡路次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 労災関係 43 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 事件・事故報告書 23 淡路次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2020年度 淡路 総務管理係（総務） 写真・映像等の使用にかかる承諾関係 106 淡路次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録①「傷病記録」 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 医療関係業務に関する記録②「健康チェック表」 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日程調整会 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用申込確認書 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日帰り・利用申込確認書② 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届① 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届② 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 施設利用キャンセル・日程変更届③ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 利用者アンケート 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 活動場所（プログラム）予約・利用承諾伺 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 活動場所（プログラム）予約・利用承諾伺② 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 「カッター研修」実施計画関連簿 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 研修指導員の勤務管理に関すること 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 利用者名簿 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 実施されたプログラム① 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 宿舎割振表① 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書① 25 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 事業推進室に係る原議書② 25 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 利用内容確認書 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 下見【利用を検討している団体】 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル① 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル② 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル③ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル④ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 事業推進係 日程別カラーファイル⑤ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ① 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 親子ちゃれんじ② 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア養成セミナー 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 生活・自立支援キャンプ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア関係 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 教員免許状更新講習 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ホームページ関係 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ボランティア募集（活動募集・依頼） 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ジュニアチャレンジ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 映画を創ってみよう！！アジア国際子ども映画祭 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ひょうごユース防災・減災ワークショップ 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル　２０２1 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 淡路うずしおフェスティバル（スポーツ） 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 子どもゆめ基金助成説明会 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 本部提出関係 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 日帰り事業（ブース出展） 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄



2021年度 淡路 企画指導専門職 うずしお交遊塾 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ＡＷＡＪＩ未来探検隊 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 ＡＷＡＪＩうみのようちえん 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 自然体験活動上級指導者養成事業 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 親子で遊ぼう！とくしまフォーラム 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職
小学生・中学生を対象とした地域の実情を踏まえた体験活動事業
（特色化）

107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 トライやるウイーク 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 全国高校生体験活動顕彰制度「地域探究プログラム」 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 自然学校緊急応援ＧООＤプロジェクト 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 企画指導専門職 まめっこさんぽ隊 107 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約依頼・契約伺 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三度　調査・報告書　綴① 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三度　調査・報告書　綴② 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴① 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴② 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴③ 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴④ 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑤ 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑥ 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 契約決議書　綴⑦ 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金・立替　綴① 95 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 旅費・謝金・立替　綴② 95 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　収納・確定報告書　綴 91 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　取得・除却固定資産等の報告　綴 81 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度 予算関係　綴 89 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　清掃日誌　綴 103 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　宿泊CD棟ユニットバスルーム清掃日誌　綴 103 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　警備業務日報　綴 103 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　講師棟清掃日誌　綴 103 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 令和三年度　公務員宿舎　関係 92 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 自動販売機の委託契約関係　綴 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 食事数変更票 113 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 食数日計表／確定表 113 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 日報（食堂・コンビ二・銀行振込）　綴 98 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（管理） 建築基準法による定期報告書 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 業務実績シート 18 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 運営協議会 18 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 議事録（企画経営会議・食堂連絡会） 18 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 基準給与簿 53 淡路次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 給与関係 53 淡路次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間報告書兼常勤・非常勤職員・研修指導員給与支給関係（4
月～9月）

53 淡路次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務）
勤務時間報告書兼常勤・非常勤職員・研修指導員給与支給関係
（10月～3月）

53 淡路次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 共済関係 64 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 雇用保険関係 66 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 社会保険関係 66 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 労働・労務関係綴 46 淡路次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 機構本部からの照会① 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 機構本部からの照会② 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 機構本部からの照会③ 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 外部機関からの照会等 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務）
旅行命令関係（旅行計画／報告書・地方施設所長等に係る旅行報
告一覧表）

28 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 健康診断 67 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄



2021年度 淡路 総務管理係（総務） 勤務時間・休暇等に関すること（宿直及び勤務時間割振・休日の振
替簿・宿直交代・勤務しないことの承認に関する申出書）

60 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 所内通知文書に関すること 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 公用車使用願 34 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 日誌関係（日誌・宿直／警備・自動車運行） 34 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 公印使用及び文書処理に関すること 33 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 給食業務関係 113 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 郵便・切手関係（後納郵便物差出票・後納郵便物発送簿・郵便切手
使用簿・郵便切手受払簿・特殊郵便物接受簿・電報発信原議書）

23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 木曜会 108 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 近畿地区青少年教育施設協議会 108 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） うずしおフェスティバル（実行委員会関係・後援名義関係・協賛関係・
文書処理簿）

108 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 108 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 出勤簿 60 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 休暇簿 60 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 広報資料 27 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 所内プロジェクト関係 27 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 損害保険関係 31 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 子どもゆめ基金 87 淡路次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） マイナンバー関係 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 共催・後援等名義使用承諾関係 26 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 新型コロナウイルス関係 21 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 移管

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 栄典・表彰 49 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 給与の口座振込　申出・変更届出書 53 淡路次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 諸手当終了者 53 淡路次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 兼業関係届出書 68 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 職務命令伺い 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 労働条件通知書 43 淡路次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 職員の研修、講習、説明会、資格関係 68 淡路次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 法人文書管理状況調査 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 職員の人事関係 45 淡路次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 非常勤職員の人事関係 56 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 防災関係（自衛消防訓練含） 15 淡路次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 連携協定関係 2 淡路次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 機構図 42 淡路次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 事件・事故報告書 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 写真・映像等の使用にかかる承諾関係 106 淡路次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 外部との連携について 23 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

2021年度 淡路 総務管理係（総務） 実地監査 25 淡路次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 淡路事務室 淡路次長 廃棄

1982年度 三瓶 庶務 行啓関係 4 三瓶次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

1982年度 三瓶 庶務 国体関係 4 三瓶次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

1994年度 三瓶 庶務 施設整備事業の完成を祝い新しい事業の展開を期待する集い 4 三瓶次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

1996年度 三瓶 庶務 開所２０周年記念関係 4 三瓶次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

1997年度 三瓶 庶務 第５１回全国野鳥保護の集い 4 三瓶次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 規程登録簿（原議書） 11 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 国立三瓶青年の家規程・細則 11 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 特別講師制度 11 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 独立行政法人国立青年の家諸規則 11 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 会計 出資財産確定作業 76 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 会計 出資財産評価書・受渡書 76 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 会計 内規 11 三瓶次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 各手続関係　承継絡み関係 3 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 公印の制定 5 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 人事記録簿 42 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄



2000年度 三瓶 庶務 独立行政法人協定等各種届出関係 3 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 庶務 独立行政法人設立に伴う各種届出 3 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 会計 工事完成図書 71 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 会計 工事図面　完成図 71 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2000年度 三瓶 会計 工事図面　原図 71 三瓶次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2001年度 三瓶 庶務 独立行政法人設立に伴う各届出関係 3 三瓶次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2005年度 三瓶 庶務 平成１７年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 三瓶次長 廃棄

2006年度 三瓶 総務 平成１８年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2006年度 三瓶 総務 平成１８年度国立三瓶青少年交流の家内規 11 三瓶次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2006年度 三瓶 総務 平成１８年度労使協定書 45 三瓶次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2006年度 三瓶 総務 開所３０周年記念式典関係 4 三瓶次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2007年度 三瓶 総務 平成１９年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2007年度 三瓶 総務 平成１９年度国立三瓶青少年交流の家内規 11 三瓶次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2007年度 三瓶 管理（施設） 平成１９年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2008年度 三瓶 総務 平成２０年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2008年度 三瓶 総務 平成２０年度国立三瓶青少年交流の家内規 11 三瓶次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2008年度 三瓶 管理（施設） 平成２０年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2009年度 三瓶 総務 平成２１年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2009年度 三瓶 総務 平成２１年度国立三瓶青少年交流の家内規 11 三瓶次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2009年度 三瓶 管理（施設） 平成２１年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 三瓶書庫 三瓶次長 廃棄

2010年度 三瓶 総務係 平成２２年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2010年度 三瓶 管理係 平成２２年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2011年度 三瓶 総務係 平成２３年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2011年度 三瓶 管理係 平成２３年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 総務係 平成２４年度業務実績シート 18 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 総務係 平成２４年度運営会議 18 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 総務係 平成２４年度施設業務運営委員会資料 18 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 総務係 平成２４年度情報公開関係 19 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 管理係 平成２４年度　固定資産台帳 80 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 管理係 平成２４年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 管理係 平成２４年度　専用水道事業関係 85 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 管理係 平成２４年度　予算要求関係 79 三瓶次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 総務係 平成２４年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2012年度 三瓶 管理係 平成２４年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 総務係 平成２５年度施設業務運営委員会資料 18 三瓶次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 総務係 平成２５年度情報公開関係 19 三瓶次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 管理係 平成２５年度　固定資産台帳 80 三瓶次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 管理係 平成２５年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 管理係 平成２５年度　専用水道事業関係 85 三瓶次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 管理係 平成２５年度　予算要求関係 79 三瓶次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 総務係 平成２５年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2013年度 三瓶 管理係 平成２５年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 管理係 平成２６年度　固定資産台帳 80 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 管理係 平成２６年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 管理係 平成２６年度　専用水道事業関係 85 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 管理係 平成２６年度　予算要求関係 79 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 総務係 平成２６年度業務実績シート 18 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 総務係 平成２６年度運営会議 18 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 総務係 平成２６年度施設業務運営委員会資料 18 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 総務係 平成２６年度情報公開関係 19 三瓶次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 管理係 平成２６年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2014年度 三瓶 総務係 平成２６年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2015年度 三瓶 管理係 平成２7年度　固定資産台帳 80 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 管理係 平成２7年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 管理係 平成２7年度　専用水道事業関係 85 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 管理係 平成２7年度　予算要求関係 79 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 総務係 平成２7年度業務実績シート 18 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 総務係 平成２7年度運営会議 18 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 総務係 平成２7年度施設業務運営委員会資料 18 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 総務係 平成２7年度情報公開関係 19 三瓶次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 管理係 平成２7年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2015年度 三瓶 総務係 平成２7年度文書廃棄簿 12 三瓶次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　給与関連 52 三瓶次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　諸手当 52 三瓶次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成２８年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　労務管理 51 三瓶次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　栄典関連 48 三瓶次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　運営会議 18 三瓶次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　業務実績シート 18 三瓶次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成28年度　運営協議会 18 三瓶次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 平成２８年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 規程・規則・協定 11 三瓶次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 危機管理関連 15 三瓶次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2016年度 三瓶 総務・管理係 法人文書管理 10 三瓶次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度教育事業計画書 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度地域力向上事業　子どもは遊びで育つ！　～地域で取
り組む子どもの遊び～

105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成２９年度チャレンジ！キッズ・グローバルキャンプ 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度ボランティアセミナー　兼　自然体験活動指導者（NEAL
リーダー）養成事業

105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度教員免許状更新講習 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度さんべ夢ステージ 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度さんべ冬ステージ 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度山陰地区青少年教育指導者研修会 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度体験活動推進員養成研修会 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度体験活動推進員登録申請書 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度生徒会リーダースキルアップ研修会 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度キラリ！三瓶☆夏☆キャンプ！！ 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度第３９回さんべ祭 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度オリンピック・パラリンピック応援啓発事業（卓球） 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度子どもゆめ基金助成金募集説明会 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度のびのびキャンプ夏 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度のびのびキャンプ秋・冬 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度　研修支援事業　THE　神楽ｉｎ三瓶 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度　研修支援事業　「柔道」 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度　研修支援事業　スマイルキャンプ 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度　研修支援事業　さんべカップ男子 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 企画指導専門職 平成29年度　研修支援事業　歩くスキーフェスティバル 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度研修受入表 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度利用申込書類 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度日帰り利用申込書 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度調整プログラムの案内原議書 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度調整プログラムの原簿 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度宿舎割当表原議書 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度利用承諾伺 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度利用団体票 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度研修支援事業アンケート 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度医療機関受信保険カード 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度賠償責任保険事故申請書 30 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度ファイヤーストーム届出 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度法人ボランティア登録簿 109 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度受入関係 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度通知・報告・回答(事業推進係資料） 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 事業推進係 平成２９年度運営会議（事業推進係資料） 105 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　清掃業務日誌 102 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　警備日誌 102 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　ボイラー日誌 102 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　施設管理関係 101 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　専用水道事業関係 101 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　任免手続き 54 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　共済組合・社会保険 63 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　人事関連照会対応 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　照会対応（機構内） 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　照会対応（機構外） 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　勤務時間関係 59 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　本部（回答・報告） 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　調査・統計・報告 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　出納計算書（食堂・売店） 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約関係 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　本部契約 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　１ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　２ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　３ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　４ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　５ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　６ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　７ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　８ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　９ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　１０ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　１１ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　１２ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　契約決議書　１３ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　支出決議及び支出依頼書 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　清涼飲料水等（自動販売機）の売上報告書 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　厨房機器更新費収納月報 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　収納報告書 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　施設使用料金等徴収確認日報  １ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　施設使用料金等徴収確認日報 　２ 97 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　宿舎関係 91 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　施設・設備維持管理記録 96 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　本部通知 22 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　予算関係 88 三瓶次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　給与関連 52 三瓶次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　諸手当 52 三瓶次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　運営会議 18 三瓶次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　業務実績シート 18 三瓶次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　運営協議会 18 三瓶次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　労務管理 51 三瓶次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成29年度　栄典関連 48 三瓶次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 規程・規則・協定 11 三瓶次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 危機管理関連 15 三瓶次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 平成２９年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2017年度 三瓶 総務・管理係 法人文書管理 10 三瓶次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度教育事業計画書 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職
平成30年度地域力向上事業　子どもは遊びで育つ！　～地域で取
り組む子どもの遊び～

105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度ボランティアセミナー　兼　自然体験活動指導者（NEAL
リーダー）養成事業

105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度教員免許状更新講習 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべ夢ステージ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべ冬ステージ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度山陰地区青少年教育指導者研修会 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度キラリ！三瓶☆夏☆キャンプ！！ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度第40回さんべ祭 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度子どもゆめ基金助成金募集説明会 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度生活・自立支援キャンプ「のびのびキャンプ秋・冬」 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度ミクロネシア事業会計 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべで冬体験！歩くスキー 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべで夏体験！！バウムクーヘンづくり 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべで楽しむ歩くスキー 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度親子合宿 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度牧場ツアー 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度スキー協議会「研修支援員関係」 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度「早寝早起き朝ごはん」人材育成事業 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度ボランティア集会 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべでものづくり教室①ロボット 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべでものづくり教室②ミニ四駆 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度さんべまるごと体験 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度SANBEでクリスマス！ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度地域体験交流イベント「いわみん」 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度銀山プログラム 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度地域は体験の宝庫！ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度体験の風をおこそう子どもの体験広場 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度しまねふるさとフェア 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度ダイナミック雪そり大会inKOTOBIKI 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度三施設会 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度　研修支援事業　「神在杯柔道大会」 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度　研修支援事業　「柔道」 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度　研修支援事業　スマイルキャンプ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度　研修支援事業　さんべカップ 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 企画指導専門職 平成30年度　研修支援事業　歩くスキーフェスティバル 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度研修受入表 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度利用申込書類 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度日帰り利用申込書 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度調整プログラムの案内原議書 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度調整プログラムの原簿 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度宿舎割当表原議書 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度利用承諾伺 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度利用団体票 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度研修支援事業アンケート 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度医療機関受信保険カード 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度賠償責任保険事故申請書 30 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度ファイヤーストーム届出 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度法人ボランティア登録簿 109 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度受入関係 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度通知・報告・回答(事業推進係資料） 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 事業推進係 平成３０年度運営会議（事業推進係資料） 105 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度　任免手続き 54 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度　共済組合・社会保険 63 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度人事関連照会対応 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度照会対応（機構内） 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度照会対応（機構外） 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度　勤務時間関係 59 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　清掃業務日誌 102 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　警備日誌 102 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　ボイラー日誌 102 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　施設管理関係 101 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　専用水道事業関係 101 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　本部（回答・報告） 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　調査・統計・報告 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　出納計算書（食堂・売店） 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約関係 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　本部契約 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　１ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　２ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　３ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　４ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　５ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　６ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　７ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　８ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　９ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　１０ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　１１ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　１２ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　契約決議書　１３ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　支出決議及び支出依頼書 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　清涼飲料水等（自動販売機）の売上報告書 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　厨房機器更新費収納月報 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　収納報告書 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　施設使用料金等徴収確認日報  １ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　施設使用料金等徴収確認日報 　２ 97 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　宿舎関係 91 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　施設・設備維持管理記録 96 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　本部通知 22 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　予算関係 88 三瓶次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度給与関連 52 三瓶次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度諸手当 52 三瓶次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度　労務管理 51 三瓶次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度栄典関連 48 三瓶次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度運営会議 18 三瓶次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度業務実績シート 18 三瓶次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度運営協議会 18 三瓶次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度規程・規則・協定 11 三瓶次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度危機管理関連 15 三瓶次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成３０年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2018年度 三瓶 総務・管理係 平成30年度法人文書管理 10 三瓶次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度教育事業計画書 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職
2019年度地域力向上事業　子どもは遊びで育つ！　～地域で取り
組む子どもの遊び～

105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ボランティアセミナー 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成事業 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度教員免許状更新講習 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべ夢ステージ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべ冬ステージ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度山陰地区青少年教育指導者研修会 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度キラリ！三瓶☆夏☆キャンプ！！ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度第41回さんべ祭 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度子どもゆめ基金助成金募集説明会 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度生活・自立支援キャンプ「のびのびキャンプ秋・冬」 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ミクロネシア事業会計 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべで冬体験！歩くスキー 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべで夏体験！！バウムクーヘンづくり 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべで楽しむ歩くスキー 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度親子合宿 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度スキー協議会「研修支援員関係」 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ボランティア集会 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ボランティアのススメ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべでものづくり教室①ロボット 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべでものづくり教室②ミニ四駆 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべでものづくり教室③ワイルドミニ四駆 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべまるごと体験 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ミルクざんまい in Spring 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ミルクざんまい in Autumn 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度“よしと”とさんべで秋体験！！ムシスーツづくり！ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度SANBEでクリスマス！ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度ダイナミック雪そり大会inKOTOBIKI 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度保育者のための自然体験教室 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度地域体験交流イベント「いわみん」 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度銀山プログラム 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度地域は体験の宝庫！ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度体験の風をおこそう子どもの体験広場 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度しまねふるさとフェア 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度三施設会 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度　研修支援事業　「神在杯柔道大会」 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度　研修支援事業　「柔道」 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度　研修支援事業　スマイルキャンプ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度　研修支援事業　さんべカップ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度　研修支援事業　歩くスキーフェスティバル 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべで絵本フェスタ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 企画指導専門職 2019年度さんべ夢ステージ 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度研修受入表 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度利用申込書類 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度日帰り利用申込書 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度調整プログラムの案内原議書 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度調整プログラムの原簿 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度宿舎割当表原議書 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度利用承諾伺 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度利用団体票 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度研修支援事業アンケート 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度医療機関受診保険カード 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度賠償責任保険事故申請書 30 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度ファイヤーストーム届出 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度法人ボランティア登録簿 109 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度受入関係 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度通知・報告・回答(事業推進係資料） 22 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 事業推進係 2019年度運営会議（事業推進係資料） 105 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度任免手続き 54 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度給与関連 52 三瓶次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度諸手当 52 三瓶次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度共済組合・社会保険 63 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度人事関連照会対応 22 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度労務管理 51 三瓶次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度栄典関連 48 三瓶次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度照会対応（機構内） 22 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度照会対応（機構外） 22 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度職員研修 68 三瓶次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度研修・講習（外部主催） 68 三瓶次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度法人文書管理 10 三瓶次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度勤務時間関係 59 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度規程・規則・協定 11 三瓶次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度運営会議 18 三瓶次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度業務実績シート 18 三瓶次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度運営協議会 18 三瓶次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度危機管理関連 15 三瓶次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度バス利用運行伺 33 三瓶次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度検食日誌 111 三瓶次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　清掃業務日誌 102 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　警備日誌 102 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　ボイラー日誌 102 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　施設管理関係 101 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　専用水道事業関係 101 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　本部（回答・報告） 22 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　調査・統計・報告 22 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　本部契約 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　施設契約 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（物件工事費）１ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（物件工事費）２ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（物件工事費）３ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（物件工事費）４ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（物件工事費）５ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（旅費・謝金）１ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（旅費・謝金）２ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（口座・窓口）１ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　支出決議及び支払い依頼書（口座・窓口）２ 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　清涼飲料水等（自動販売機）の売上報告書 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　厨房機器更新費収納月報 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　収納報告書 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　施設使用料金等徴収確認日報 97 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　宿舎関係 91 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　施設・設備点検・検査記録 96 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　予算関係 88 三瓶次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　取得・除却固定資産等の報告 80 三瓶次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2019年度 三瓶 総務・管理係 2019年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度教育事業計画書 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度地域力向上事業
自然体験＆運動あそび
～さんべでお泊り保育～

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度ボランティアリーダー養成事業
さんべボランティアのススメ
～先輩から後輩へ～①②

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度ボランティアリーダー養成事業　さんべボランティアセミ
ナー

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー)養成事業 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度教員免許状更新講習 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度企画力・運営力アップセミナー 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度さんべ夢ステージ
①企画編１②企画編２③試行編
④準備編１⑤準備編２⑥本番編

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度山陰地区青少年教育指導者研修会（五施設研修会） 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度キラリ！三瓶☆夏☆キャンプ!! 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度子どもゆめ基金助成金
募集説明会

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職

令和２年度令和元年度　生活・自立支援キャンプ
①「のびのびキャンプin夏さんべ」
②「のびのびキャンプin秋さんべ」
③児童相談所との連携

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業　会計 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべで夏体験！ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度“よしと”とさんべで秋体験！！ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべで冬体験！ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度スキー協議会
　「研修支援員関係」

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度「早寝早起き朝ごはん」
　　　人材育成事業

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度ボランティア集会 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべで科学教室　①理科読 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべでものづくり教室②ミニ四駆 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべまるごと体験 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度SANBEでクリスマス！ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度地域体験交流イベント
　「いわみん」

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度銀山プログラム 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度地域は体験の宝庫！ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度体験の風をおこそう
　　子どもの体験広場

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度島根県三施設研修会 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度研修支援事業
　「神在杯柔道大会」

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度研修支援事業「柔道」 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度研修支援事業
　「スマイルキャンプ」

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度研修支援事業
　「さんべカップ」

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度研修支援事業
「歩くスキーフェスティバル」

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度非行少年の立ち直り支援事業
SANBE親子合宿
～生命の絆～

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度わくわくキャンプ in 三瓶 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度森の幼稚園全国フォーラム2020 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職
令和２年度トライ！さんべ
　　RCスクール

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度子どもの読書活動推進事業
さんべ絵本フェスタ！

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度金曜からおとまり☆さんべたんけんinふゆ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度はじめてのボルダリング体験 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度はじめてのキャンプ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべでミルクざんまい
　in　Autumn

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度登山「日本百名山」への招待状～錦秋の三瓶～ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度オリパラ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度全国高校生体験活動顕彰制度
地域探究プログラム

107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度活動プログラム関係 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 令和２年度さんべで科学教室　②ドローン 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 さんべの体験を「My新聞」にまとめよう！ 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 オペラ石見銀山 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 企画指導専門職 事業で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾に関するもの 106 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度研修受入表 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度利用申込書類 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度日帰り利用申込書 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度調整プログラムの案内原議書 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度調整プログラムの原簿 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度宿舎割当表原議書 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度利用承諾伺 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度利用団体票 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度研修支援事業アンケート 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度医療機関受診保険カード 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度賠償責任保険事故申請書 31 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度法人ボランティア登録簿 111 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度ボランティア関係 111 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度受入関係 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度通知・報告・回答(事業推進係資料） 23 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度運営会議（事業推進係資料） 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度広報プロジェクト 27 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度ホームページ関係 27 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度ぶなのお知らせ板 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 事業推進係 2020年度宿泊室割当表 107 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度任免手続き 55 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度給与関連 53 三瓶次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度諸手当 53 三瓶次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度共済組合・社会保険 64 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度人事関連照会対応 23 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度労務管理 52 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度栄典関連 49 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度照会対応（機構内） 23 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度照会対応（機構外） 23 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度職員研修 69 三瓶次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度研修・講習（外部主催） 69 三瓶次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度法人文書管理 10 三瓶次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度勤務時間関係 60 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度規程・規則・協定 11 三瓶次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度運営会議 18 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度業務実績シート 18 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度運営協議会 18 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度危機管理関連 15 三瓶次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度バス利用運行伺 34 三瓶次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度検食日誌 113 三瓶次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度新型コロナウイルス感染症関係 21 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 移管

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　予算関係 89 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　収入関係 87 三瓶次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　寄附金・寄附物品 86 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）1 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）２ 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）３ 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）４ 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　支出決議及び支払依頼書（旅費・謝金） 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　支出決議及び支払依頼書（口座・窓口） 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　ボイラー日誌 103 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　清掃日誌 103 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　警備日誌 103 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　契約関係 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　固定資産・不動産 81 三瓶次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　施設・設備点検・検査記録 102 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　公務員宿舎関係 92 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　調査・報告・届出 23 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　施設使用料金等徴収確認日報 98 三瓶次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2020年度 三瓶 総務・管理係 2020年度　施設・設備等安全点検「Fun to share」 100 三瓶次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度教育事業計画書 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度特色あるプログラム事業＆実践研究事業
研修支援プログラムの複合的活用を通した「自己肯定感・他者理
解」の育成について

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度ボランティアリーダー養成事業
さんべボランティアのススメ
～先輩から後輩へ～①②

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度ボランティアリーダー養成事業　さんべボランティアセミ
ナー

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー)養成事業 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度教員免許状更新講習 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度　子どもゆめ基金２０周年記念事業
「企画発想力・情報発信力アップセミナー」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度さんべ夢ステージ
①企画編②試行編
③準備編④本番編

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度山陰地区青少年教育指導者研修会（五施設研修会） 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度キラリ！三瓶☆夏☆キャンプ!! 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度子どもゆめ基金説明会 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職

令和３年度　生活・自立支援キャンプ
①「のびのびキャンプin夏さんべ」
②「のびのびキャンプin秋さんべ」
③児童相談所との連携

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業　会計 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度体験の風をおこそう
子どもの体験ひろば

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度子どもゆめ基金２０周年記念事業 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度国立三瓶青少年交流の家　子どもゆめ基金２０周年記念
事業
「さんべで冬体験！」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度歩くスキー協議会
　「研修支援員関係」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度企画指導専門職 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度研修支援事業
「ボランティア集会」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度国立三瓶青少年交流の家ゆめ基金２０周年記念事業
「さんべ科学教室」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度ボランティア関係 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度さんべまるごと体験！ 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度SANBEでクリスマス！ 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度いわみん 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度地域連携プログラム 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度体験の風をおこそう
地域は体験の宝庫

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度体験の風をおこそう
　　子どもの体験広場　⑩しまねふるさとフェア

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度島根県三施設研修会 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度研修支援事業
　「柔道」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度研修支援事業
　「スマイルキャンプ」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度研修支援事業
　「さんべカップ」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度非行少年の立ち直り支援事業
SANBE親子合宿～生命の絆～

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度研修支援事業
「わくわくキャンプ in 三瓶」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度新春！書道アートの世界～古代文字で書き初め～ 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度子どもゆめ基金２０周年記念事業
「トライ！さんべＲＣスクール」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度ミルクざんまい！ 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度参加申込書（参加者分）
事業で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾書

106 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度全国高校生体験活動顕彰制度
地域探究プログラム

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度活動プログラム関係 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度新聞を作ろう！～さんべの体験を「Ｍｙ新聞」に～ 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度三瓶ウォーク関係 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度中四国青少年教育施設連絡協議会職員研修 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職
令和３年度研修主演事業
「神在杯柔道大会」

107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年さんべ祭 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 企画指導専門職 令和３年度事前登山研修 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度利用申込書類 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度日帰り利用申込書 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度調整プログラムの案内原議書 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度調整プログラム原簿 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度宿舎割当表原議書 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度利用承諾伺 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度利用団体票 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度研修支援事業アンケート 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度医療機関受診保険カード 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度賠償責任保険事故申請書 31 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度法人ボランティア登録簿 111 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度ボランティア関係 111 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度受入関係 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度通知・報告・回答(事業推進係資料） 23 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度運営会議（事業推進係資料） 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度広報プロジェクト 27 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度ホームページ関係 27 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度ぶなのお知らせ板 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 事業推進係 2021年度宿泊室割当表 107 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度任免手続き 55 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度給与関連 53 三瓶次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度諸手当 53 三瓶次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度共済組合・社会保険 64 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度人事関連照会対応 23 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度労務管理 52 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度栄典関連 49 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度照会対応（機構内） 23 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度照会対応（機構外） 23 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度職員研修 69 三瓶次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度研修・講習（外部主催） 69 三瓶次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度法人文書管理 10 三瓶次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度勤務時間関係 60 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度規程・規則・協定 11 三瓶次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度回覧文書　（情報共有・通知） 38 三瓶次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度運営会議 18 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度業務実績シート 18 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度運営協議会 18 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度宿直日誌 37 三瓶次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度危機管理関連 15 三瓶次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄



2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度講師室使用伺 39 三瓶次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度バス利用運行伺 34 三瓶次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度検食日誌 113 三瓶次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度新型コロナウイルス感染症関係 21 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 移管

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　予算関係 89 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　収入関係 87 三瓶次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　寄附金・寄附物品 86 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）1 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）２ 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）３ 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　支出決議及び支払依頼書（物件工事費）４ 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　支出決議及び支払依頼書（旅費・謝金） 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　支出決議及び支払依頼書（口座・窓口） 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　ボイラー日誌 103 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　清掃日誌 103 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　警備日誌 103 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　契約関係 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　固定資産・不動産 81 三瓶次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　施設・設備点検・検査記録 102 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　消防・防災関係 15 三瓶次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　公務員宿舎関係 92 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　調査・報告・届出 23 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　施設使用料金等徴収確認日報 98 三瓶次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

2021年度 三瓶 総務・管理係 2021年度　施設・設備等安全点検「Fun to share」 100 三瓶次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 三瓶次長 廃棄

1967年度 江田島 庶務 昭和４２年度公印・所旗・所歌等制定関係 5 江田島次長 1968年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1967年度 江田島 会計 昭和４２年度営繕工事関係 70 江田島次長 1968年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1968年度 江田島 庶務 開所式典関係 4 江田島次長 1969年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1968年度 江田島 庶務 昭和４３年度所歌制定関係 8 江田島次長 1969年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1968年度 江田島 会計 昭和４３年度営繕工事関係 70 江田島次長 1969年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1969年度 江田島 会計 昭和４４年度営繕工事関係 70 江田島次長 1970年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1978年度 江田島 庶務 開所１０周年式典関係 4 江田島次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1988年度 江田島 庶務 開所２０周年式典関係 4 江田島次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1991年度 江田島 会計 土地貸借関係 70 江田島次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1992年度 江田島 庶務 平成４年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1992年度 江田島 庶務 平成４年度定員管理簿 41 江田島次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1992年度 江田島 庶務 平成４年度任免関係 44 江田島次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1992年度 江田島 会計 江田島青年の家土地交換関係 70 江田島次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1993年度 江田島 庶務 平成５年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1993年度 江田島 庶務 平成５年度任免関係 44 江田島次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1993年度 江田島 会計 江田島青年の家職員宿舎設置要求関係 70 江田島次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1993年度 江田島 会計 江田島青年の家職員宿舎土地交換関係 70 江田島次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1994年度 江田島 庶務 平成６年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1994年度 江田島 庶務 平成６年度任免関係 44 江田島次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1995年度 江田島 庶務 平成７年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1995年度 江田島 庶務 平成７年度任免関係 44 江田島次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1996年度 江田島 庶務 平成８年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1996年度 江田島 庶務 平成８年度任免関係 44 江田島次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1997年度 江田島 庶務 平成９年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1997年度 江田島 庶務 平成９年度任免関係 44 江田島次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1998年度 江田島 庶務 開所３０周年式典関係 4 江田島次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1998年度 江田島 庶務 平成１０年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

1998年度 江田島 庶務 平成１０年度任免関係 44 江田島次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄



1999年度 江田島 庶務 平成１１年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2000年度 江田島 庶務 平成１２年度規定制定・改廃関係 11 江田島次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2000年度 江田島 庶務 平成１２年度任免関係 44 江田島次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 国立江田島青年の家規定 11 江田島次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 国立青年の家規定 11 江田島次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 独立行政法人設置関係 70 江田島次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 独立行政法人設置届 70 江田島次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 平成１３年度国立江田島青年の家規定制定 11 江田島次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 平成１３年度人事記録関係 42 江田島次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 平成１３年度定員管理簿 41 江田島次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 庶務 平成１３年度任免関係 44 江田島次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 会計 国有財産現物出資関係 70 江田島次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 会計 土地登記済権利書 70 江田島次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2001年度 江田島 会計 平成１３年度総勘定元帳 75 江田島次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2002年度 江田島 庶務 平成１４年度国立江田島青年の家規定制定 11 江田島次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2002年度 江田島 庶務 平成１４年度人事記録関係 42 江田島次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2002年度 江田島 庶務 平成１４年度定員管理簿 41 江田島次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2002年度 江田島 庶務 平成１４年度任免関係 44 江田島次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2002年度 江田島 会計 平成１４年度総勘定元帳 75 江田島次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2003年度 江田島 庶務 平成１５年度国立江田島青年の家規定制定 11 江田島次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2003年度 江田島 庶務 平成１５年度人事記録関係 42 江田島次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2003年度 江田島 庶務 平成１５年度定員管理簿 41 江田島次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2003年度 江田島 庶務 平成１５年度任免関係 44 江田島次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2003年度 江田島 会計 平成１５年度総勘定元帳 75 江田島次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2004年度 江田島 庶務 平成１６年度国立江田島青年の家規定制定 11 江田島次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2004年度 江田島 庶務 平成１６年度人事記録関係 42 江田島次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2004年度 江田島 庶務 平成１６年度定員管理簿 41 江田島次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2004年度 江田島 庶務 平成１６年度任免関係 44 江田島次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2004年度 江田島 会計 平成１６年度総勘定元帳 75 江田島次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2005年度 江田島 庶務 平成１７年度国立江田島青年の家規定制定 11 江田島次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2005年度 江田島 庶務 平成１７年度人事記録関係 42 江田島次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2005年度 江田島 庶務 平成１７年度定員管理簿 41 江田島次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2005年度 江田島 庶務 平成１７年度任免関係 44 江田島次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2005年度 江田島 会計 平成１７年度総勘定元帳 75 江田島次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 総務 国立江田島青少年交流の家規程集（平成１８年４月１日改正版） 11 江田島次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 総務 独立行政法人設置関係 70 江田島次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 総務 平成１８年度人事記録関係 42 江田島次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 総務 平成１８年度任免関係 44 江田島次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 管理（施設） 江田島青少年交流の家職員宿舎土地交換関係 70 江田島次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 管理（施設） 江田島青少年交流の家土地交換関係 70 江田島次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 管理（施設） 土地貸借関係 70 江田島次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2006年度 江田島 管理（施設） 土地登記済権利書 70 江田島次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2007年度 江田島 総務 平成１９年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2007年度 江田島 総務 国立江田島青少年交流の家規程集（平成１９年４月１日改正版） 11 江田島次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2007年度 江田島 総務 平成１９年度人事記録関係 42 江田島次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2007年度 江田島 総務 平成１９年度任免関係 44 江田島次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2008年度 江田島 総務 平成２０年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2008年度 江田島 総務 平成２０年度人事記録関係 42 江田島次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2008年度 江田島 総務 平成２０年度任免関係 44 江田島次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2009年度 江田島 総務 平成２１年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2009年度 江田島 総務 平成２１年度任免関係 44 江田島次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2010年度 江田島 総務係 平成２２年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄



2010年度 江田島 総務係 平成２２年度任免 44 江田島次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2010年度 江田島 総務係 平成２２年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2010年度 江田島 総務係 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2011年度 江田島 総務係 平成２３年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2011年度 江田島 総務係 平成２３年度任免 44 江田島次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2011年度 江田島 総務係 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度業務実績シート 18 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度施設業務運営委員会 18 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度連絡会議 18 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度叙位・叙勲 48 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度任免 44 江田島次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 総務係 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 管理係 平成２４年度予算要求関係 79 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2012年度 江田島 管理係 固定資産使用許可関係（平成１８年度～平成２４年度） 80 江田島次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成１９年度～平成
２５年度）

11 江田島次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度業務実績シート 18 江田島次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度施設業務運営委員会 18 江田島次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度連絡会議 18 江田島次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度叙位・叙勲 48 江田島次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度任免 44 江田島次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 総務係 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2013年度 江田島 管理係 平成２５年度予算要求関係 79 江田島次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成２６年度） 11 江田島次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度業務実績シート 18 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度施設業務運営委員会 18 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度連絡会議 18 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度叙位・叙勲 48 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 覚書（平成１１年度～） 44 江田島次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度任免 44 江田島次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 総務係 平成２６年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 管理係 平成２６年度予算要求関係 79 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 管理係 船舶関係(平成１４年度～） 80 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2014年度 江田島 管理係 固定資産使用許可関係（平成２５年度～） 80 江田島次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成２７年度） 11 江田島次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度業務実績シート 18 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度施設業務運営委員会 18 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度連絡会議 18 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 覚書（平成１１年度～） 44 江田島次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度任免 44 江田島次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（平成２７年度） 86 江田島次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 総務係 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄



2015年度 江田島 総務係 平成２７年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 管理係 平成２７年度予算要求関係 79 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 管理係 平成２７年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 86 江田島次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 管理係 船舶関係(平成１４年度～） 80 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 管理係 固定資産使用許可関係（平成２６年度～） 80 江田島次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2015年度 江田島 管理係 平成２７年度支出決議及び支払い依頼書 86 江田島次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成２８年度） 11 江田島次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度業務実績シート 18 江田島次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度施設業務運営委員会 18 江田島次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度連絡会議 18 江田島次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 覚書（平成１１年度～） 44 江田島次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度任免 44 江田島次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度基準給与簿 52 江田島次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度期末・勤勉手当 52 江田島次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 昇格（平成１８年度～） 52 江田島次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 昇給（平成１８年度～） 52 江田島次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年扶養控除等申告書 52 江田島次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年年末調整 52 江田島次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（平成２８年度） 86 江田島次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 総務係 平成２８年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 管理係 平成２８年度予算要求関係 79 江田島次長 2017年4月1日 10年 2047年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 管理係 平成２８年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 86 江田島次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2016年度 江田島 管理係 平成２８年度支出決議及び支払い依頼書 86 江田島次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度教育事業 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度特別企画協力事業 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度教育事業の評価 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度企画指導専門職会議 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度カッター研修日誌 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度カッター研修指導依頼書 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度法人ボランティア 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 企画指導専門職 平成２９年度プログラム実施届等 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度利用承諾 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度アンケート 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度医務関係 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度利用団体票 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度調整プログラム 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度事業推進係調査等 22 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 事業推進係 平成２９年度利用統計 22 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成２９年度） 11 江田島次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 事件・事故報告（平成２０年度～） 105 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度業務実績シート 18 江田島次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度運営協議会 18 江田島次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度調査・報告 22 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度e－アイランドプレス 26 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度旅行命令伺・旅行計画書／報告書 27 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度旅行依頼伺 27 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度講師依頼，職員派遣依頼・回答 27 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 損害保険（平成２９年度） 30 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度企画運営会議 18 江田島次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄



2017年度 江田島 総務係 平成２９年度中国四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度青少年教育に関する関係機関・団体等との会議 106 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度通知及び往復文書等 23 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 切手・はがき受払簿（平成２９年度） 89 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度郵便物発送簿 22 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 覚書（平成１１年度～） 44 江田島次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度任免 44 江田島次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度任免（非常勤職員） 55 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度基準給与簿 52 江田島次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度期末・勤勉手当 52 江田島次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 昇格（平成１８年度～） 52 江田島次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 昇給（平成１８年度～） 52 江田島次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年扶養控除等申告書 52 江田島次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年年末調整 52 江田島次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度個人調書 57 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度勤務割振 59 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年出勤簿 59 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度時間外勤務管理簿 59 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年休暇簿 59 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度振替簿 59 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度財形貯蓄 62 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度共済組合 63 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度社会保険 65 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度雇用保険 65 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度職員の健康診断 66 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 安全運転管理者（平成１８年度～） 66 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（平成２９年度） 86 江田島次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 総務係 平成２９年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 管理係 平成２９年度予算要求関係 79 江田島次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 管理係 平成２９年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 86 江田島次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 管理係 平成２９年度支出決議及び支払い依頼書 86 江田島次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2017年度 江田島 管理係 平成２９年度調査・問い合わせ・回答 22 江田島次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度教育事業 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度特別企画協力事業 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度教育事業の評価 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度企画指導専門職会議 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度カッター研修日誌 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度カッター研修指導依頼書 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度法人ボランティア 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 企画指導専門職 平成３０年度プログラム実施届等 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度利用承諾 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度アンケート 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度医務関係 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度利用団体票 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度調整プログラム 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度事業推進係調査等 22 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 事業推進係 平成３０年度利用統計 22 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 事件・事故報告（平成３０年度） 105 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度調査・報告 22 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄



2018年度 江田島 総務係 平成３０年度e－アイランドプレス 26 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度旅行命令伺・旅行計画書／報告書 27 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度旅行依頼伺 27 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度講師依頼，職員派遣依頼・回答 27 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 損害保険（平成３０年度） 30 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度中国四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度青少年教育に関する関係機関・団体等との会議 106 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度通知及び往復文書等 23 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 切手・はがき受払簿（平成３０年度） 89 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度郵便物発送簿 22 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度任免（非常勤職員） 55 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度個人調書 57 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度勤務割振 59 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年出勤簿 59 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度時間外勤務管理簿 59 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年休暇簿 59 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度振替簿 59 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度財形貯蓄 62 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度共済組合 63 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度社会保険 65 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度雇用保険 65 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度職員の健康診断 66 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 安全運転管理者（平成３０年度） 66 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度基準給与簿 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度期末・勤勉手当 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 昇格（平成３０年度） 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 昇格（平成３０年度） 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 昇給（平成３０年度） 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年扶養控除等申告書 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年年末調整 52 江田島次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（平成３０年度） 86 江田島次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度業務実績シート 18 江田島次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度運営協議会 18 江田島次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度企画運営会議 18 江田島次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成３０年度） 11 江田島次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 覚書（平成１１年度～） 44 江田島次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度任免 44 江田島次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 総務係 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 管理係 平成３０年度調査・問い合わせ・回答 22 江田島次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 管理係 平成３０年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 86 江田島次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 管理係 平成３０年度支出決議及び支払い依頼書 86 江田島次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2018年度 江田島 管理係 平成３０年度予算要求関係 79 江田島次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度カッター指導にかかわる研修会 68 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度教育事業 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度特別企画協力事業 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度教育事業の評価 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度企画指導専門職会議 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度カッター研修日誌 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度カッター研修指導依頼書 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄



2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度法人ボランティア 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 企画指導専門職 平成３１年度プログラム実施届等 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度レストラン連絡協議会・サービス向上委員会 111 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度利用承諾 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度アンケート 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度医務関係 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度利用団体票 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度調整プログラム 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度事業推進係調査等 22 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 事業推進係 平成３１年度利用統計 22 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度文書処理簿 32 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度各種証明 34 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 兼業（平成３１年度） 67 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度研修 68 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 事件・事故報告（平成３１年度） 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度調査・報告 22 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度e－アイランドプレス 26 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度旅行命令伺・旅行計画書／報告書 27 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度旅行依頼伺 27 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度講師依頼，職員派遣依頼・回答 27 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 損害保険（平成３１年度） 30 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度中国四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度青少年教育に関する関係機関・団体等との会議 106 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度通知及び往復文書等 23 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 切手・はがき受払簿（平成３１年度） 89 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度郵便物発送簿 22 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度任免（非常勤職員） 55 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度個人調書 57 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度勤務割振 59 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年出勤簿 59 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度時間外勤務管理簿 59 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年休暇簿 59 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度振替簿 59 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度財形貯蓄 62 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度共済組合 63 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度社会保険 65 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度雇用保険 65 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度職員の健康診断 66 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 安全運転管理者（平成３１年度） 66 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度基準給与簿 52 江田島次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度期末・勤勉手当 52 江田島次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 昇格（平成３１年度） 52 江田島次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 昇給（平成３１年度） 52 江田島次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年扶養控除等申告書 52 江田島次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年年末調整 52 江田島次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（平成３１年度） 86 江田島次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度業務実績シート 18 江田島次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度運営協議会 18 江田島次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度企画運営会議 18 江田島次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度社会教育功労者表彰 48 江田島次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（平成３１年度） 11 江田島次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度任免 44 江田島次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄



2019年度 江田島 総務係 平成３１年度時間外労働・休日労働協定書 45 江田島次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度学生サポーター 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度広報 26 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 総務係 平成３１年度広島・地域から「体験の風をおこそう」運動 105 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 管理係 平成３１年度車両運行綴り 33 江田島次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 管理係 平成３１年度調査・問い合わせ・回答 22 江田島次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 管理係 平成３１年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 86 江田島次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 管理係 平成３１年度支出決議及び支払い依頼書 86 江田島次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2019年度 江田島 管理係 平成３１年度予算要求関係 79 江田島次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度カッター指導にかかわる研修会 69 江田島次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度教育事業 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度特別企画協力事業 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度教育事業の評価 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度企画指導専門職会議 18 江田島次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度カッター研修日誌 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度カッター研修指導依頼書 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度法人ボランティア 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 企画指導専門職 令和２年度プログラム実施届等 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度レストラン連絡協議会・サービス向上委員会 18 江田島次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度利用承諾 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度アンケート 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度医務関係 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度利用団体票 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度調整プログラム 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度事業推進係調査等 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 事業推進係 令和２年度利用統計 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度文書処理簿 33 江田島次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度各種証明 35 江田島次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 兼業（令和２年度） 68 江田島次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度研修 69 江田島次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 事件・事故報告（令和２年度） 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度調査・報告 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度e－アイランドプレス 27 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度旅行命令伺・旅行計画書／報告書 28 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度旅行依頼伺 28 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度講師依頼，職員派遣依頼・回答 28 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 損害保険（令和２年度） 31 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度中国四国地区青少年教育施設連絡協議会 108 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度青少年教育に関する関係機関・団体等との会議 108 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度通知及び往復文書等 24 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 切手・はがき受払簿（令和２年度） 90 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度郵便物発送簿 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度任免（非常勤職員） 56 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度個人調書 58 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度勤務割振 60 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年出勤簿 60 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度時間外勤務管理簿 60 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年休暇簿 60 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度振替簿 60 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度財形貯蓄 63 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄



2020年度 江田島 総務係 令和２年度共済組合 64 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度社会保険 66 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度雇用保険 66 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度職員の健康診断 67 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 安全運転管理者（令和２年度） 67 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度基準給与簿 53 江田島次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度期末・勤勉手当 53 江田島次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 昇格（令和２年度） 53 江田島次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 昇給（令和２年度） 53 江田島次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年扶養控除等申告書 53 江田島次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年年末調整 53 江田島次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（令和２年度） 87 江田島次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度業務実績シート 18 江田島次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度運営協議会 18 江田島次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度企画運営会議 18 江田島次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度社会教育功労者表彰 49 江田島次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（令和２年度） 11 江田島次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度任免 45 江田島次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度時間外労働・休日労働協定書 46 江田島次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度学生サポーター 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度広報 27 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 総務係 令和２年度山・海・島から「体験の風をおこそう」運動 107 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 管理係 令和２年度車両運行綴り 34 江田島次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 管理係 令和２年度調査・問い合わせ・回答 23 江田島次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 管理係 令和２年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 87 江田島次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 管理係 令和２年度支出決議及び支払い依頼書 87 江田島次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2020年度 江田島 管理係 令和２年度予算要求関係 80 江田島次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度カッター指導にかかわる研修会 69 江田島次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度教育事業 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度特別企画協力事業 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度教育事業の評価 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度企画指導専門職会議 18 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度カッター研修日誌 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度カッター研修指導依頼書 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度法人ボランティア 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 企画指導専門職 令和３年度プログラム実施届等 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 会議室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度破損届・亡失届 114 江田島次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度拾得物処理簿 114 江田島次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度レストラン連絡協議会・サービス向上委員会 18 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度利用承諾 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度アンケート 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度医務関係 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度利用団体票 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度調整プログラム 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度事業推進係調査等 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 事業推進係 令和３年度利用統計 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度宿直日誌 37 江田島次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 宿直交代願（令和３年度） 37 江田島次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度文書処理簿 33 江田島次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度各種証明 35 江田島次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄



2021年度 江田島 総務係 兼業（令和３年度） 68 江田島次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度研修 69 江田島次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 事件・事故報告（令和３年度） 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度調査・報告 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度e－アイランドプレス 27 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度旅行命令伺・旅行計画書／報告書 28 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度旅行依頼伺 28 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度講師依頼，職員派遣依頼・回答 28 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 損害保険（令和３年度） 31 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度中国四国地区青少年教育施設連絡協議会 108 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度青少年教育に関する関係機関・団体等との会議 108 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度通知及び往復文書等 24 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 切手・はがき受払簿（令和３年度） 90 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度郵便物発送簿 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度任免（非常勤職員） 56 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度個人調書 58 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度勤務割振 60 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年出勤簿 60 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度時間外勤務管理簿 60 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年休暇簿 60 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度振替簿 60 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度財形貯蓄 63 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度共済組合 64 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度社会保険 66 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度雇用保険 66 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度職員の健康診断 67 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 安全運転管理者（令和３年度） 67 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度基準給与簿 53 江田島次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度期末・勤勉手当 53 江田島次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 昇格（令和３年度） 53 江田島次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 昇給（令和３年度） 53 江田島次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年扶養控除等申告書 53 江田島次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年年末調整 53 江田島次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 子どもゆめ基金（令和３年度） 87 江田島次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度業務実績シート 18 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度運営協議会 18 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度企画運営会議 18 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度社会教育功労者表彰 49 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 国立江田島青少年交流の家規程　制定・改廃（令和３年度） 11 江田島次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度任免 45 江田島次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度時間外労働・休日労働協定書 46 江田島次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度法人文書ファイル廃棄簿 12 江田島次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度法人文書ファイル管理簿 10 江田島次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度学生サポーター 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度広報 27 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 総務係 令和３年度山・海・島から「体験の風をおこそう」運動 107 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 管理係 令和３年度車両運行綴り 34 江田島次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 管理係 令和３年度調査・問い合わせ・回答 23 江田島次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 管理係 令和３年度収納報告書・現金出納簿・企画事業会計報告 87 江田島次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 管理係 令和３年度支出決議及び支払い依頼書 87 江田島次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

2021年度 江田島 管理係 令和３年度予算要求関係 80 江田島次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 江田島次長 廃棄

1982年度 大洲 庶務 昭和５７年度人事記録 42 大洲次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄



1983年度 大洲 庶務 昭和５８年度人事記録 42 大洲次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1983年度 大洲 会計 昭和５８年度他官庁関係 2 大洲次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1983年度 大洲 会計 本館特修図面 71 大洲次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1984年度 大洲 庶務 開所１０周年記念式典 4 大洲次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1984年度 大洲 庶務 昭和５９年度人事記録 42 大洲次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1984年度 大洲 会計 昭和５９年度他官庁関係 2 大洲次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1984年度 大洲 会計 昭和５９年度本館調査報告書 71 大洲次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1984年度 大洲 会計 食堂冷房整備その他図面 71 大洲次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1985年度 大洲 庶務 昭和６０年度人事記録 42 大洲次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1985年度 大洲 会計 昭和６０年度他官庁関係 2 大洲次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1985年度 大洲 会計 本館外壁改修図面 71 大洲次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1985年度 大洲 会計 本館厨房改修ほか図面 71 大洲次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1986年度 大洲 庶務 昭和６１年度人事記録 42 大洲次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1986年度 大洲 会計 昭和６１年度他官庁関係 2 大洲次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1986年度 大洲 会計 カヌー研修センター新営ほか図面 71 大洲次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1986年度 大洲 会計 カヌー研修センター新営図面 71 大洲次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1987年度 大洲 庶務 昭和６２年度人事記録 42 大洲次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1987年度 大洲 会計 昭和６２年度他官庁関係 2 大洲次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1987年度 大洲 会計 第３炊飯棟新営図面 71 大洲次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1988年度 大洲 庶務 昭和６３年度人事記録 42 大洲次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1988年度 大洲 会計 昭和６３年度他官庁関係 2 大洲次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1988年度 大洲 会計 本館給水改修図面／１９８８ 71 大洲次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1989年度 大洲 庶務 平成元年度人事記録 42 大洲次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1989年度 大洲 会計 平成元年度他官庁関係 2 大洲次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1989年度 大洲 会計 給水設備改修１５図面 71 大洲次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1989年度 大洲 会計 渡廊下新営図面 71 大洲次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1990年度 大洲 庶務 １００万人達成記念式典 4 大洲次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1990年度 大洲 庶務 平成２年度人事記録 42 大洲次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1990年度 大洲 会計 平成２年度他官庁関係 2 大洲次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1990年度 大洲 会計 営繕計画施設配置図３６ 71 大洲次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1990年度 大洲 会計 本館・宿泊棟改修図面 71 大洲次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 庶務 平成３年度人事記録 42 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 会計 平成３年度他官庁関係 2 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 会計 グラウンド照明設備図面 71 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 会計 宿泊棟設備完成図 71 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 会計 宿泊棟冷房整備電気設備図面 71 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 会計 宿泊棟冷房設備図面／１９９１ 71 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1991年度 大洲 会計 宿泊棟冷房設備電気変更図面 71 大洲次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家運営委員会規則の改定 11 大洲次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家プロジェクトの設置について 14 大洲次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 平成４年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 平成４年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 平成４年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 平成４年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 庶務 平成４年度人事記録 42 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 平成４年度他官庁関係 2 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 キャンプ場管理棟増設図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 宿泊棟冷暖房設備図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 宿泊棟冷房設備３回図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 宿泊棟冷房設備図面／１９９２ 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 宿泊棟冷房設備電気第３回その他図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 宿泊棟冷房設備電気第３回図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄



1992年度 大洲 会計 青年の家改修その他機械設備図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 青年の家改修その他建築２回図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 武道館その他建築図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1992年度 大洲 会計 武道館その他電気設備図面 71 大洲次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家グランド及びテニスコート夜間照明設備使用規
程

14 大洲次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家実習生受入れ要項 14 大洲次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 平成５年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 平成５年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 平成５年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 平成５年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 庶務 平成５年度人事記録 42 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 平成５年度他官庁関係 2 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 青年の家改修その他機械設備２回図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 青年の家改修その他電気設備図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館その他機械設備２回図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館その他機械設備図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館その他電気機器完成図 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館ほか改修等図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館ほか建築図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館ほか電気設備図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館電気機器完成図 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館変更建築図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 武道館変更電気図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1993年度 大洲 会計 平成６年度武道館変更建築図面 71 大洲次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家永年勤続者表彰規程 11 大洲次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 第１講師室・第２講師室並びに武道・伝統文化館講師宿泊室使用基
準

14 大洲次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 平成６年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 平成６年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 平成６年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 平成６年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 開所２０周年記念式典 4 大洲次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 武道・伝統文化館落成記念式典 4 大洲次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 庶務 平成６年度人事記録 42 大洲次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 会計 平成６年度他官庁関係 2 大洲次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 会計 本館エレベータ設備図面 71 大洲次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1994年度 大洲 会計 本館電気設備承認図面 71 大洲次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 平成７年度国立大洲青年の家勤務時間等に関する規則の改正 11 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 研修室等の冷房基準の改正 14 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 第１、第２、第３講師室及び和室使用内規の廃止 14 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 平成７年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 平成７年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 平成７年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 平成７年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 庶務 平成７年度人事記録 42 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 平成７年度他官庁関係 2 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 宿泊棟ほか２回図 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 宿泊棟トイレほか図 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 青年の家その他機械設備図面 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 青年の家その他建築図面 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 青年の家その他電気設備図面 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 青年の家改修その他図面 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1995年度 大洲 会計 本館ほか改修図面 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄



1995年度 大洲 会計 本館食堂その他改修図面 71 大洲次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 各種委員会要項 11 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家広報委員会規程の廃止 11 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家事業課に推進班を置く暫定要項 11 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家総務委員会規程の廃止 11 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家予算委員会規程の廃止 11 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度暫定定数の設定及び職務の級の決定について（通知） 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度庶務主任の４級昇格について 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度第９次定員削減計画 44 大洲次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 庶務 平成８年度人事記録 42 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 平成８年度他官庁関係 2 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館３階談話室改修１８図面 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館その他機械設備改修図面 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館食堂ほか改修図面 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館談話室図面 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館電気設備その他完成図 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館電気設備その他図面 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1996年度 大洲 会計 本館電気設備図面／１９９６年 71 大洲次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 夏季及び冬季の毛布及び冷暖房等の使用要領の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 各種委員会要項の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 官用車による講師等の送迎内規の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 喫煙場所の指定要領の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 研修室等の冷房基準の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 光熱水量等節約実施要項の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家キャンプ場管理棟利用規則の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家プロジェクトの設置についての廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家研修委員会規程の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家国旗及び所旗取扱内規の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家事務連絡会規程の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家宿日直心得の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家庶務課に専門員を置く暫定要項 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家任官基準の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家被服供用内規の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 所内での履物に関する取扱い要項の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 暖房基準の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 地階講師浴室使用基準の廃止 11 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 平成９年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 平成９年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 平成９年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 平成９年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 庶務 平成９年度人事記録 42 大洲次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 会計 平成９年度他官庁関係 2 大洲次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 会計 自然環境館図面 71 大洲次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 会計 宿泊棟改修図面／１９９７ 71 大洲次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1997年度 大洲 会計 本館給水改修図面／１９９７ 71 大洲次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 庶務 給食等に関する検討委員会要項 11 大洲次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 庶務 平成１０年度級別定数（通知） 44 大洲次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 庶務 平成１０年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄



1998年度 大洲 庶務 平成１０年度級別定数管理簿 44 大洲次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 庶務 平成１０年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 庶務 平成１０年度人事記録 42 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 肱川防災ステーション新築図面 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館エレベータ設備図面 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館トレース図面 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館完成原図 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館機械設備完成図 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館機械設備図面／１９９８ 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館建築工事完成図 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館電気設備図面 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館敷地図 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 自然環境館敷地法成図面 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1998年度 大洲 会計 防災ステーション新築図面 71 大洲次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家セクシュアル・ハラスメントの防止に関する細則 11 大洲次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 平成１１年度級別定数（通知） 44 大洲次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 平成１１年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 平成１１年度級別定数管理簿 44 大洲次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 平成１１年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 肱川河川防災ステーション・カヌー艇庫竣工式 4 大洲次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 庶務 平成１１年度人事記録 42 大洲次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 会計 自然環境館機械設備図面／１９９９ 71 大洲次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 会計 宿泊棟その他改修図面 71 大洲次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 会計 防災ステーションカヌー艇庫図面 71 大洲次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

1999年度 大洲 会計 防災ステーション新築工事図面 71 大洲次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度機構図の提出 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度級別定数（通知） 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度級別定数の管理資料（回答） 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度級別定数管理簿 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度級別定数等改定資料（回答） 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度顧問の委嘱 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度顧問を置くことの事前協議 44 大洲次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 「クライミングウォール」オープンセレモニー 4 大洲次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2000年度 大洲 庶務 平成１２年度人事記録 42 大洲次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2001年度 大洲 庶務 平成１３年度人事記録 42 大洲次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2004年度 大洲 庶務 国立大洲青年の家規程関係 11 大洲次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2004年度 大洲 庶務 開所３０周年記念式典関係 4 大洲次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2005年度 大洲 庶務 平成１７年度国立大洲青年の家規程関係 11 大洲次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2005年度 大洲 庶務 平成１７年度登記申請関係 1 大洲次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2006年度 大洲 総務 国立大洲青少年交流の家規程関係 11 大洲次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2006年度 大洲 管理（施設） 平成１８年度防火管理者　各種届出関係綴 15 大洲次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2006年度 大洲 総務 平成１８年度　登記申請関係 1 大洲次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2006年度 大洲 管理（施設） 平成１８年度各種届出　申請関係 2 大洲次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2007年度 大洲 総務 国立大洲青少年交流の家規程関係 11 大洲次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2007年度 大洲 管理（施設） 平成１９年度防火管理者　各種届出関係綴 15 大洲次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2007年度 大洲 総務 平成19年度　登記申請関係 1 大洲次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2007年度 大洲 管理（施設） 平成１９年度各種届出　申請関係 2 大洲次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2008年度 大洲 総務 国立大洲青少年交流の家規程関係 11 大洲次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2008年度 大洲 管理（施設） 平成２０年度防火管理者　各種届出関係綴 15 大洲次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2008年度 大洲 総務 平成20年度　登記申請関係 1 大洲次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2008年度 大洲 管理（施設） 平成２０年度各種届出　申請関係 2 大洲次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2009年度 大洲 総務 国立大洲青少年交流の家規程関係 11 大洲次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄



2009年度 大洲 総務 平成21年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2009年度 大洲 総務 平成21年度　任免等手続き関係 44 大洲次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2009年度 大洲 総務 平成21年度　労働基準監督署届出関係 45 大洲次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2009年度 大洲 管理（施設） 平成２１年度防火管理者　各種届出関係綴 15 大洲次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2009年度 大洲 総務 平成21年度　登記申請関係 1 大洲次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2009年度 大洲 管理（施設） 平成２１年度各種届出　申請関係 2 大洲次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2010年度 大洲 総務係 国立大洲青少年交流の家規程集 11 大洲次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2010年度 大洲 総務係 平成22年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2010年度 大洲 総務係 平成22年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2010年度 大洲 管理係 平成２２年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2010年度 大洲 管理係 平成２２年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 総務係 国立大洲青少年交流の家規程集 11 大洲次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 総務係 平成２３年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 総務係 平成２３年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 総務係 平成２３年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 管理係 平成２３年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 管理係 平成２３年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2011年度 大洲 管理係 平成２３年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　職員会議 18 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　機構会議 18 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　次長会議 18 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　業務実績シート 18 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　施設業務運営委員会 18 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　年度計画 18 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　栄典関係 48 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　共済関係 50 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 管理係 平成２４年度固定資産報告書等 80 大洲次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 国立大洲青少年交流の家規程集 11 大洲次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 総務係 平成２４年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 管理係 平成２４年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 管理係 平成２４年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2012年度 大洲 管理係 平成２４年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　職員会議 18 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　機構会議 18 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　次長会議 18 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　業務実績シート 18 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　施設業務運営委員会 18 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　年度計画 18 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　栄典関係 48 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　共済関係 50 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 管理係 平成２５年度固定資産台帳 80 大洲次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 国立大洲青少年交流の家規程集 11 大洲次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 総務係 平成２５年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 管理係 平成２５年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 管理係 平成２５年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2013年度 大洲 管理係 平成２５年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　職員会議 18 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　機構会議 18 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　次長会議 18 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　業務実績シート 18 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　施設業務運営委員会 18 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　年度計画 18 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　栄典関係 48 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　共済関係 50 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 管理係 平成２６年度固定資産台帳 80 大洲次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 国立大洲青少年交流の家規程集 11 大洲次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 総務係 平成２６年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 管理係 平成２６年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 管理係 平成２６年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 庶務 開所４０周年記念式典 4 大洲次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2014年度 大洲 管理係 平成２６年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 管理係 平成２７年度寄付金・協賛金 86 大洲次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 管理係 収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 86 大洲次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　職員会議 18 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　機構会議 18 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　次長会議 18 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　業務実績シート 18 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　施設業務運営委員会 18 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　年度計画 18 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　一宮花奈子の休職関係 33 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　栄典関係 48 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　共済関係 50 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 管理係 平成２７年度固定資産台帳 80 大洲次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 国立大洲青少年交流の家規程集 11 大洲次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 総務係 平成２７年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 管理係 平成２７年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 管理係 平成２７年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2015年度 大洲 管理係 平成２７年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　給与関係 52 大洲次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 管理係 平成２８年度寄付金・協賛金 86 大洲次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 管理係 収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 86 大洲次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　運営会議 18 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　機構会議 18 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　次長会議 18 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　業務実績シート 18 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　運営協議会 18 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　年度計画 18 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　栄典関係 48 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　共済関係 50 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 管理係 平成２８年度固定資産台帳 80 大洲次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 総務係 平成２８年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 管理係 平成２８年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 管理係 平成２８年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2016年度 大洲 管理係 平成２８年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年　休暇簿 59 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　教育事業
伊予の伝承文化を学び伝えるリーダー村

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　教育事業
免許状更新講習

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職
平成２９年度　教育事業
ふれあいスクール

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　教育事業
青少年教育施設ボランティア養成講座

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職
平成２９年度　教育事業
ふれあいワークキャンプ

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職
平成２９年度　教育事業
チャレンジカヌーツーリング

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　教育事業
自然体験活動リーダー養成講座

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　生活自立支援キャンプ
サマーキャンプ in 大洲

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職
平成２９年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　わくわ
く！冬のお泊まり会

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　ふれ
あいアウトドア体験

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　なわと
び交流会

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　ソフト
テニス交流キャンプ

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　集団宿泊担当者研修会 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　親子でお泊まり会 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　交流
の家　通学合宿 ～なかまとチャレンジ～

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 企画指導専門職 平成２９年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　防災
力向上キャンプ

105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　広報関係 26 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　保健室日誌 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　研修指導員指導依頼書 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　集団宿泊研修受付 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　日帰り利用団体（ふれあいクラブ）関係 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　日帰り利用団体（ふれあいクラブ）受付票 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　日帰り利用申込書 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　仮受付簿 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　利用申込書 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　利用団体アンケート 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　利用団体票 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　カヌー活動研修記録簿 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　施設使用料等徴収情報関係 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　法人ボランティア関係書類 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　利用承諾書 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　調整プログラム 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 事業推進係 平成２９年度　本部からの調査関係 105 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　切手受払簿 22 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　郵便発送簿 22 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　後援等依頼関係 25 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　広報関係 26 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　旅行計画・報告書 27 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年　出勤簿 59 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　勤務割り振り関係 59 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　勤務時間報告書 59 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　勤務振替簿 59 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　財形貯蓄関係 62 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　雇用保険関係 65 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　全国青少年教育施設協議会 106 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度予算書作成及び予算関係 88 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度県民経済計算等の推計 90 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度宿舎関係 91 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度車両関係 92 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度衛生害虫防除記録・水質検査結果書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度警備業務巡回点検報告書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度自家用電気工作物点検報告書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度消防用設備等点検結果報告書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度乗用エレベーター保守点検報告書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度合併処理浄化槽維持管理報告書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）特定建築物環境衛生管理業務関係報告書 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）建築基準法第１２条特殊建築物関係 96 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度ボイラー関係 97 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度契約関係 97 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度契約書保存 97 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度契約決議書 98 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度支出決議及び支払依頼書 98 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度債主登録・変更依頼書 98 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度本部通知文書 100 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度ボイラー日誌 102 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度清掃作業日誌 102 大洲次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　給与関係 52 大洲次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度寄付金・協賛金 86 大洲次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 86 大洲次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　運営会議 18 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　機構会議 18 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　次長会議 18 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　業務実績シート 18 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　運営協議会 18 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　年度計画 18 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　栄典関係 48 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　共済関係 50 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度固定資産台帳 80 大洲次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（総務）平成２９年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2017年度 大洲 総務・管理係（管理）平成２９年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年　休暇簿 59 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　教育事業
伊予の自然と伝承文化を学び伝えるリーダー村

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　教育事業
免許状更新講習

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　教育事業
ふれあいスクール

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業
青少年教育施設ボランティア養成講座

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業
ふれあいワークキャンプ

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　教育事業
チャレンジカヌーツーリング

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　体験
フェスティバル in 大洲

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業
自然体験活動リーダー養成講座

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　生活自立支援キャンプ
サマーキャンプ in 幡多

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　わくわ
く！冬のお泊まり会

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　遊ぼ
う！大洲で節分

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　ふれ
あいアウトドア体験

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　なわと
び交流会

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　親子
で体験活動にチャレンジ！

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　交流
の家ソフトテニス交流キャンプ

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　集団宿泊担当者研修会 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業　親子でお泊まり会 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業　交流の家通学合宿 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業　サバイバルキャンプ 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職
平成３０年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　提出
文書・実行委員会関係

105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 企画指導専門職 平成３０年度　法人ボランティア関係書類 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　広報関係 26 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　保健室日誌 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　研修指導員指導依頼書 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　次年度に係る集団宿泊研修調整関係 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　日帰り利用団体（ふれあいクラブ）関係 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　研修支援雑文書 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　日帰り利用申込書 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　利用申込書 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　利用団体アンケート 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　利用団体票 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　カヌー活動研修記録簿 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　施設使用料等徴収情報関係 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　利用承諾書 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　調整プログラム 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 事業推進係 平成３０年度　本部・他施設からの調査関係 105 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　切手受払簿 22 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　郵便発送簿 22 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　後援等依頼関係 25 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　広報関係 26 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　旅行計画・報告書 27 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年　出勤簿 59 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　勤務割り振り関係 59 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　勤務時間報告書 59 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　勤務振替簿 59 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　財形貯蓄関係 62 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　雇用保険関係 65 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　全国青少年教育施設協議会 106 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度予算書作成及び予算関係 88 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度県民経済計算等の推計 90 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度宿舎関係 91 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度車両関係 92 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度衛生害虫防除記録・水質検査結果書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度警備業務巡回点検報告書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度自家用電気工作物点検報告書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度消防用設備等点検結果報告書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度乗用エレベーター保守点検報告書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度合併処理浄化槽維持管理報告書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）特定建築物環境衛生管理業務関係報告書 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）建築基準法第１２条特殊建築物関係 96 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度ボイラー関係 97 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度契約関係 97 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度契約書保存 97 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度契約決議書 98 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度支出決議及び支払依頼書 98 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度債主登録・変更依頼書 98 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度本部通知文書 100 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度ボイラー日誌 102 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度清掃作業日誌 102 大洲次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　給与関係 52 大洲次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度寄付金・協賛金 86 大洲次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 86 大洲次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　運営会議 18 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　機構会議 18 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　次長会議 18 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　業務実績シート 18 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　運営協議会 18 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　年度計画 18 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　栄典関係 48 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　共済関係 50 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度固定資産台帳 80 大洲次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３０年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2018年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３０年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度施設整備･各所修繕要望書 99 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）給食業務委託業者出納計算書・損益計算書 111 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度固定資産台帳 80 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度寄付金・協賛金 86 大洲次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 86 大洲次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度予算書作成及び予算関係 88 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度県民経済計算等の推計 90 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度宿舎関係 91 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度車両関係 92 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度衛生害虫防除記録・水質検査結果書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度警備業務巡回点検報告書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度自家用電気工作物点検報告書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度消防用設備等点検結果報告書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度乗用エレベーター保守点検報告書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度合併処理浄化槽維持管理報告書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）特定建築物環境衛生管理業務関係報告書 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）建築基準法第１２条特殊建築物関係 96 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度ボイラー関係 97 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度契約関係 97 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度契約書保存 97 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度契約決議書 98 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度支出決議及び支払依頼書 98 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度債主登録・変更依頼書 98 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度本部通知文書 100 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度ボイラー日誌 102 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（管理）平成３１年度・令和元年度清掃作業日誌 102 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　文書処理簿 32 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　マイクロバス仕業点検表 33 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　安全運転管理者関係 33 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　自動車運行日誌 33 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　中型バス仕業点検表 33 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　諸証明 34 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　研修関係 68 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　職員研修 68 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３1年　休暇簿 59 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　切手受払簿 22 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　郵便発送簿 22 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　後援等依頼関係 25 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　広報関係 26 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　旅行計画・報告書 27 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３1年　出勤簿 59 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　勤務割り振り関係 59 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　勤務時間報告書 59 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　勤務振替簿 59 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　財形貯蓄関係 62 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　雇用保険関係 65 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　全国青少年教育施設協議会 106 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議
会

106 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　職員の出向に関する協定書 44 大洲次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　任免等手続き（常勤職員） 44 大洲次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　労働基準監督署届出 45 大洲次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　運営会議 18 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　機構会議 18 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　次長会議 18 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　業務実績シート 18 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　運営協議会 18 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　年度計画 18 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　任免等手続き（非常勤職員） 47 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　栄典関係 48 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　共済関係 50 大洲次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 総務・管理係（総務）平成３１年度・令和元年度　給与関係 52 大洲次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　教育事業
伊予の自然と伝承文化を学び伝えるリーダー村

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　教育事業
免許状更新講習

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　教育事業
ふれあいスクール

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　教育事業
青少年教育施設ボランティア養成講座

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　教育事業
ふれあいワークキャンプ

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　教育事業
チャレンジカヌーツーリング

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推
進事業　体験フェスティバル in 大洲

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　教育事業
自然体験活動リーダー養成講座

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　生活自立支援キャンプ
サマーキャンプ in 幡多

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推
進事業　冬のお泊まり会

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推
進事業　親子でアウトドア体験

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推
進事業　なわとび交流会

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　集団宿泊担当者研修会 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　教育事業　親子でお泊まり会 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　教育事業　交流の家通学合宿 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３１年度・令和元年度　教育事業　サバイバルキャンプ 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職
平成３１年度・令和元年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推
進事業　提出文書・実行委員会関係

105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 企画指導専門職 平成３0年度以降　法人ボランティア関係書類 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　食数確認書・領収書内訳書 111 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　食数確定票・食数日計表 111 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　給食業務関係 111 大洲次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　広報関係 26 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　疾病記録 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　研修指導員指導依頼書 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　次年度に係る集団宿泊研修調整関係 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　日帰り利用団体（ふれあいクラブ）関係 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　各種証明・申請手続き・雑件 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　利用申込書 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　利用団体アンケート 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　利用団体票 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　カヌー活動研修記録簿 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　利用承諾書 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　調整プログラム 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　他機関からの調査関係 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2019年度 大洲 事業推進係 平成３１年度・令和元年度　統計資料関連 105 大洲次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　施設整備･各所修繕要望書 100 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　食堂業務委託業者出納計算書・損益計算書 113 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　固定資産台帳 81 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　寄付金・協賛金 87 大洲次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 87 大洲次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　他施設等通知・回答 23 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　予算書作成及び予算関係 89 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　県民経済計算等の推計 91 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　宿舎関係 92 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　車両関係 93 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　警備業務巡回点検報告書 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　自家用電気工作物点検報告書 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　消防用設備等点検結果報告書 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　乗用エレベーター保守点検報告書 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　合併処理浄化槽維持管理報告書 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　特定建築物環境衛生管理業務関係報告書 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　建築基準法第１２条特殊建築物関係 97 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　契約関係 98 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　契約書保存 98 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　契約決議書 99 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　支出決議及び支払依頼書 99 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　債主登録・変更依頼書 99 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　本部通知文書 101 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　ボイラー日誌 103 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（管理）令和２年度　清掃作業日誌 103 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　文書処理簿 33 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　マイクロバス仕業点検表 34 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　安全運転管理者関係 34 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　自動車運行日誌 34 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　中型バス仕業点検表 34 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　諸証明 35 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　研修関係 69 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　職員研修 69 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年　休暇簿 60 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　切手受払簿 23 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　郵便発送簿 23 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　後援等依頼関係 26 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年　出勤簿 60 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　勤務割り振り関係 60 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　勤務時間報告書 60 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　勤務振替簿 60 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　時間外勤務管理簿 60 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　財形貯蓄関係 63 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　雇用保険関係 66 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　全国青少年教育施設協議会 108 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 108 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　職員の出向に関する協定書 45 大洲次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　任免等手続き（常勤職員） 45 大洲次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　労働基準監督署届出 46 大洲次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　運営会議 18 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　機構会議 18 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　次長会議 18 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　業務実績シート 18 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　運営協議会 18 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　新型コロナウイルス感染症対策関係 21 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 移管

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　任免等手続き（非常勤職員） 48 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　栄典関係 49 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　共済関係 51 大洲次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 総務・管理係（総務）令和２年度　給与関係 53 大洲次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業
伊予の自然と伝承文化を学び伝えるリーダー村

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業
免許状更新講習

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業
ふれあいスクール

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業
ふれあいワークキャンプ

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職
令和２年度　教育事業
チャレンジカヌーツーリング

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　体験
フェスティバル in 大洲

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業
自然体験活動リーダー養成講座

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職
令和２年度　生活自立支援キャンプ
サマーキャンプ in 幡多

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　親子で
アウトドア体験

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　集団宿泊担当者研修会 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業　親子でお泊まり会 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業　交流の家通学合宿 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　教育事業　サバイバルキャンプ 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　提出文
書・実行委員会関係

107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 平成３0年度以降　法人ボランティア関係書類 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 企画指導専門職 令和２年度　報告書・夢通信 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　食数確認書・領収書内訳書 113 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　食数確定票・食数日計表 113 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　給食業務関係 113 大洲次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　広報関係 27 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　傷病記録 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　研修指導員指導依頼書 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　次年度に係る集団宿泊研修調整関係 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　日帰り利用団体（ふれあいクラブ）関係 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　各種証明・申請手続き・雑件 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　利用申込書 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　利用団体アンケート 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　利用団体票 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　カヌー活動研修記録簿 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　利用承諾書 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　調整プログラム 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　他機関からの調査関係 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2020年度 大洲 事業推進係 令和２年度　統計資料関連 107 大洲次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　施設整備･各所修繕要望書 100 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　食堂業務委託業者出納計算書・損益計算書 113 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　官公庁に提出する各種届出　申請書 2 大洲次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　消防・防災訓練関係書類 15 大洲次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　防火管理者　各種届出 15 大洲次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　固定資産台帳 81 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　寄付金・協賛金 87 大洲次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　収納報告書及び厨房機器更新費収納月報 87 大洲次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　他施設等通知・回答 23 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　予算書作成及び予算関係 89 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　県民経済計算等の推計 91 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　宿舎関係 92 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　車両関係 93 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　警備業務巡回点検報告書 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　自家用電気工作物点検報告書 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　消防用設備等点検結果報告書 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　乗用エレベーター保守点検報告書 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　合併処理浄化槽維持管理報告書 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　特定建築物環境衛生管理業務関係報告書 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　建築基準法第１２条特殊建築物関係 97 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　契約関係 98 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　契約書保存 98 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　契約決議書 99 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　支出決議及び支払依頼書 99 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　債主登録・変更依頼書 99 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　本部通知文書 101 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　ボイラー日誌 103 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（管理）令和３年度　清掃作業日誌 103 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　文書処理簿 33 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　マイクロバス仕業点検表 34 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　安全運転管理者関係 34 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　自動車運行日誌 34 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　中型バス仕業点検表 34 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　諸証明 35 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　研修関係 69 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　職員研修 69 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年　休暇簿 60 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　切手受払簿 23 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　郵便発送簿 23 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　後援等依頼関係 26 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄



2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年　出勤簿 60 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　勤務割り振り関係 60 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　勤務時間報告書 60 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　勤務振替簿 60 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　時間外勤務管理簿 60 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　財形貯蓄関係 63 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　雇用保険関係 66 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 108 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　職員の出向に関する協定書 45 大洲次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　任免等手続き（常勤職員） 45 大洲次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　労働基準監督署届出 46 大洲次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　運営会議 18 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　機構会議 18 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　次長会議 18 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　業務実績シート 18 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　運営協議会 18 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　新型コロナウイルス感染症対策関係 21 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 移管

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　任免等手続き（非常勤職員） 48 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　栄典関係 49 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　共済関係 51 大洲次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 総務・管理係（総務）令和３年度　給与関係 53 大洲次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職
令和３年度　教育事業
伊予の伝承文化を学び伝えるリーダー村
（子どもむかし生活体験村）

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業
免許状更新講習

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業
ふれあいスクール

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業
ふれあいワークキャンプ

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業
チャレンジカヌーツーリング

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　体験
フェスティバル in 大洲

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業
自然体験活動リーダー（NEALリーダー）養成講座

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　生活自立支援キャンプ
サマーキャンプ in 幡多

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　親子で
アウトドア体験

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　集団宿泊担当者研修会 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業　親子でお泊まり会 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業　交流の家通学合宿 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　教育事業　サバイバルキャンプ 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業　提出文
書・実行委員会関係

107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 平成３0年度以降　法人ボランティア関係書類 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 企画指導専門職 令和３年度　報告書・夢通信 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　給食業務関係 113 大洲次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　傷病記録 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　研修指導員指導依頼書 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　次年度に係る集団宿泊研修調整関係 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　日帰り利用団体（ふれあいクラブ）関係 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　各種証明・申請手続き・雑件 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　利用申込書 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　利用団体アンケート 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　利用団体票 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　カヌー活動研修記録簿 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　利用承諾書 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　調整プログラム 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　他機関からの調査関係 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

2021年度 大洲 事業推進係 令和３年度　統計資料関連 107 大洲次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 大洲次長 廃棄

1992年度 阿蘇 庶務 平成４年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



1992年度 阿蘇 庶務 平成４年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1993年度 阿蘇 庶務 平成５年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1993年度 阿蘇 庶務 平成５年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1994年度 阿蘇 庶務 平成６年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1994年度 阿蘇 庶務 平成６年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1995年度 阿蘇 庶務 平成７年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1995年度 阿蘇 庶務 平成７年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1996年度 阿蘇 庶務 平成８年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1996年度 阿蘇 庶務 平成８年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1997年度 阿蘇 庶務 平成９年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1997年度 阿蘇 庶務 平成９年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1998年度 阿蘇 庶務 平成１０年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1998年度 阿蘇 庶務 平成１０年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1999年度 阿蘇 庶務 平成１１年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

1999年度 阿蘇 庶務 平成１１年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2000年度 阿蘇 庶務 平成１２年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2000年度 阿蘇 庶務 平成１２年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2001年度 阿蘇 庶務 平成１３年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2001年度 阿蘇 庶務 平成１３年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2002年度 阿蘇 庶務 平成１４年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2002年度 阿蘇 庶務 平成１４年度欠員状況報告ファイル 44 阿蘇次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2005年度 阿蘇 庶務 平成１７年度人事給与関係ファイル 44 阿蘇次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2006年度 阿蘇 総務 法人　諸規則 11 阿蘇次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2006年度 阿蘇 総務 職員の発令（常勤） 44 阿蘇次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2006年度 阿蘇 管理（施設） 平成１８年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2006年度 阿蘇 管理（施設） 平成１８年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2006年度 阿蘇 総務 人事記録・附属書類（常勤） 42 阿蘇次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 総務 法人　諸規則 11 阿蘇次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 総務 職員の発令（常勤） 44 阿蘇次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 総務 平成１９年度労働基準監督署関係 45 阿蘇次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 管理（施設） 平成１９年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 管理（施設） 平成１９年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 総務 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2007年度 阿蘇 総務 人事記録・附属書類（常勤） 42 阿蘇次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 総務 法人　諸規則 11 阿蘇次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 総務 職員の発令（常勤） 44 阿蘇次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 総務 平成２０年度労働基準監督署関係 45 阿蘇次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 管理（施設） 平成２０年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 管理（施設） 平成２０年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 総務 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2008年度 阿蘇 総務 人事記録・附属書類（常勤） 42 阿蘇次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 総務 法人　諸規則 11 阿蘇次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 総務 職員の発令（常勤） 44 阿蘇次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 総務 平成２１年度労働基準監督署関係 45 阿蘇次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 管理（施設） 平成２１年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 管理（施設） 平成２１年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 総務 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2009年度 阿蘇 総務 人事記録・附属書類（常勤） 42 阿蘇次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２２年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２２年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２２年度労務管理 45 阿蘇次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２２年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2010年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２２年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２２年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2010年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２２年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２３年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２３年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２３年度労務管理 45 阿蘇次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２３年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２３年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２３年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２３年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2011年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２３年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度施設業務運営委員会 18 阿蘇次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２４年度土地・建物等資産 80 阿蘇次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２４年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２４年度物品等資産 85 阿蘇次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 消防関係報告等届出 15 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度労務管理 45 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２４年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２４年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２４年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2012年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２４年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度施設業務運営委員会 18 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度「新しい公共」関係書類 18 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２５年度土地・建物等資産 80 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２５年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２５年度物品等資産 85 阿蘇次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 消防関係報告等届出 15 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度労務管理 45 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２５年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２５年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２５年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2013年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２５年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度施設業務運営委員会 18 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度「新しい公共」関係書類 18 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２６年度土地・建物等資産 80 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2014年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２６年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２６年度物品等資産 85 阿蘇次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 消防関係報告等届出 15 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度労務管理 45 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２６年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２６年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２６年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度法人文書管理簿 10 阿蘇次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2014年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２６年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度寄附金 86 阿蘇次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度施設業務運営委員会 18 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度「新しい公共」関係書類 18 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度マイナンバー関係綴 20 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度土地・建物等資産 80 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度物品等資産 85 阿蘇次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度消防関係報告等届出 15 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度労務管理 45 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度建築防災関係報告書 15 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度法人文書管理簿 10 阿蘇次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２７年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2015年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２７年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度職員の給与 52 阿蘇次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度基準給与簿 52 阿蘇次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度諸手当認定 53 阿蘇次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度子どもゆめ基金 86 阿蘇次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度寄附金 86 阿蘇次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務）
平成２８年度所内会議（九州地区国立青少年教育施設総務系実務
研修）

18 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度運営協議会 18 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度所外会議 18 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度所内会議（所長連絡会議） 18 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度所内会議（事務連絡会議） 18 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度マイナンバー関係綴 20 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度土地・建物等資産 80 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度物品等資産 85 阿蘇次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度消防関係報告等届出 15 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 中岳噴火関係 15 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 震災関係 15 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度労務管理 45 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度法人文書管理簿 10 阿蘇次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2016年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２８年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度ボイラー・危険物関係報告書 99 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度届出書（浄化槽・危険物・専用水道） 99 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度各種施設保守点検報告書 96 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度照会・回答・報告・届出 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度弔電・祝電 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度特殊郵便物接受簿 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度クロネコメール便差出票 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度ゆうメール差出票 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 危機管理マニュアルワーキンググループ 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 安全運転管理者関係 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度マイナンバー関係 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度地方施設所長に係る旅行一覧報告書 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度お礼状・挨拶状 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度行事予定表 22 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 共催・後援等名義使用承諾 25 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度概要作成・送付関係 26 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度インターンシップ・実習生受入 31 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度職員の人事(発令除く) 54 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度職員の発令(非常勤) 55 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度個人調書 57 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度勤務時間報告書 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度勤務時間関係①～⑧ 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度出勤簿 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度研修指導員等出勤簿 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２８年度年次有給・病気・特別休暇簿・欠勤届 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度勤務・宿直割振 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度週休日の振替願 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度宿直勤務交代・免除願 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度勤務しないことの承認に関する申出書 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度職員の勤務時間・非常勤職員人件費関係データ 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度贈与等報告書 59 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度財形貯蓄 62 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度共済組合・社会保険 63 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度共済組合（団体保険・積立） 63 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度雇用保険 65 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度職員の健康診断 66 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度切手・はがき受払簿 92 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度損害賠償保険契約 30 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度予算関係 88 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度経理関係 88 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度公務員宿舎（貸与・通知・調査文書） 91 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度支出決議 97 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度年間契約 97 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度契約関係 97 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度利用申込み 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度利用申込確認書 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度キャンセル理由書綴 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度アレルギー対応連絡票 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度調整プログラム　部屋割り　起案 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度調整プログラム 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度部屋割り 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度代表者連絡会議 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度施設利用に関するアンケート調査票 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度疾病者対応表 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年１月～　教育事業利用申込確認書 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度利用期日調整 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成２９年度火山情報 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（推進係）野外調理食材・燃料依頼用紙 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度野外活動計画書 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度指導依頼用紙 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度阿蘇草原再生協議会 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度教育事業報告書 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度阿蘇の草原キッズになろう！ 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度ジュニアジオガイド講座 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度新しい自分を見つけよう
きらりキャンプin阿蘇

105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度大阿蘇ボランティアリーダー塾 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）H29年度親子で仲良く！ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｯｽﾞ 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）H29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ／ﾁｬﾚﾝｼﾞｵｰﾀﾑｷｬﾝﾌﾟ 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度交流の家はみんなの広場ｉｎASO１０月 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度交流の家はみんなの広場inASO　～科学とものづくり
の体験フェスティバル～

105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度ﾌｧﾐﾘｰふれあいｸﾘｽﾏｽ大会 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度どきどきスキー教室 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度九州少年少女ドリームカップサッカー交流大会 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度国際交流きらめき阿蘇キャンプ 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度九州柔道冬季阿蘇錬成会 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度第10回国立阿蘇青少年交流の家所長杯争奪九州地区
中学生柔道大会九州地区中学生柔道阿蘇錬成大会

105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
平成２９年度阿蘇ふるさとづくり自然塾
①一の宮小　②阿蘇小

105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度阿蘇青少年交流の家杯グラウンド・ゴルフ大会 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
平成２９年度阿蘇ふるさとづくり自然塾
③中学生編

105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）H２９年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度親子で楽しむくじゅう登山 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
平成２９年度大草原からの贈り物
～阿蘇山一周チャレンジキャンプ～

105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）子どもゆめ基金説明会（熊本会場） 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度親子でキャンプinASO 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教科等に関連付けた体験活動プログラム作成 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）体験！火振り神事 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）熊本大学教員免許状更新講習 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度暑い夏に熱い思い出作りSea ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ 105 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成２９年度法人ボランティア 109 阿蘇次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度職員の給与 52 阿蘇次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度基準給与簿 52 阿蘇次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度給与の口座振込申出・変更申請書 52 阿蘇次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度諸手当終了者 53 阿蘇次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度子どもゆめ基金 86 阿蘇次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度寄附金 86 阿蘇次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度運営協議会 18 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度所外会議 18 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度九州地区国立青少年教育施設次長会議 18 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度所内会議（所長連絡会議） 18 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度所内会議（事務連絡会議） 18 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度非常勤職員の労働条件通知書・誓約書 47 阿蘇次長 2018年4月1日 無制限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度物品等資産 85 阿蘇次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度自衛消防訓練 15 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度法人文書ファイル廃棄簿 12 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度人事交流・異動(熊本県・熊本大学・機構内) 44 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度人事交流・異動(福岡県・佐賀県・鹿児島県) 44 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度労務管理 45 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 10 阿蘇次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 機構図・級別現員表 41 阿蘇次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成２９年度役職員の労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2017年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成２９年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度ボイラー・危険物関係報告書 99 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度届出書（浄化槽・危険物・専用水道） 99 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度照会・回答・報告・届出 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度弔電・祝電 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度特殊郵便物接受簿 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度クロネコメール便差出票 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度ゆうメール差出票 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度後納郵便差出票 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度危機管理マニュアルワーキンググループ 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度安全運転管理者関係 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度マイナンバー関係 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度地方施設所長に係る旅行一覧報告書 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度お礼状・挨拶状 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度行事予定表 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度法人文書管理状況調査（H29年度法人文書） 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度施設別利用実績 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度社会教育調査 22 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度共催・後援等名義使用承諾 25 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度概要作成・送付関係 26 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度インターンシップ・実習生受入 31 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度職員の人事(発令除く) 54 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度職員の発令(非常勤) 55 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度個人調書 57 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度勤務時間報告書 59 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度勤務時間関係①～⑧ 59 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度出勤簿 59 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度勤務・宿直割振 59 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度職員の勤務時間・非常勤職員人件費関係データ 59 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度贈与等報告書 59 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度財形貯蓄 62 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度共済組合 63 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度共済組合（団体保険・積立） 63 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度社会保険 65 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度雇用保険 65 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度職員の健康診断 66 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度切手・はがき受払簿 92 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度損害賠償保険契約 30 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度予算関係 88 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度経理関係 88 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度公務員宿舎（貸与・通知・調査文書） 91 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度支出決議 97 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度年間契約 97 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度契約関係 97 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度各種施設保守点検報告書 96 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度清掃日誌 102 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度ボイラー日誌 102 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度利用申込み 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度利用申込確認書 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度キャンセル理由書綴 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度アレルギー対応連絡票 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度調整プログラム　部屋割り　起案 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度調整プログラム 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度部屋割り 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度代表者連絡会議 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度施設利用に関するアンケート調査票 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度疾病者対応表 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年１月～　教育事業利用申込確認書 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度利用期日調整 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度火山情報 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）利用の手引き（2019年4月）改訂 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度推進係関係・通知・回答・報告 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成30年度野外調理食材・燃料依頼用紙 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度野外活動計画書 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度指導依頼用紙 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度教育事業報告書 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度阿蘇の草原キッズになろう！ 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度ジュニアジオガイド講座①～③ 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
平成30年度新しい自分を見つけよう
きらりキャンプin阿蘇

105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度指導者等養成研修事業大阿蘇ボランティアリーダー塾 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）H30年度親子で仲良く！ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｯｽﾞ 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）H30年度ﾁｬﾚﾝｼﾞｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度交流の家はみんなの広場ｉｎASO１０月 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度交流の家はみんなの広場inASO　～科学とものづくりの
体験フェスティバル～

105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度ﾌｧﾐﾘｰふれあいｸﾘｽﾏｽ大会 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度どきどきスキー教室 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度九州少年少女ドリームカップサッカー交流大会 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度国際交流きらめき阿蘇キャンプ 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度九州柔道冬季阿蘇錬成会 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
平成30年度第10回国立阿蘇青少年交流の家所長杯争奪九州地区
中学生柔道大会九州地区中学生柔道阿蘇錬成大会

105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度阿蘇ふるさとづくり自然塾① 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度阿蘇青少年交流の家杯グラウンド・ゴルフ大会 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度阿蘇ふるさとづくり自然塾②阿蘇小学校編 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）H30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度親子で楽しむくじゅう登山 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度大草原からの贈り物
～阿蘇山一周チャレンジキャンプ～

105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）子どもゆめ基金募集説明会 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）体験！火振り神事 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）熊本大学教員免許状更新講習 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度あしきたの海で真夏をＥｎｊｏｙ！Sea ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）親子でピザ作り体験教室～手作り段ボールオーブンでピザを焼こう
～

105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）九州地区国立青少年教育施設事業推進係会議＆プロパー研修 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教科等に関連付けた体験プログラム作成・検証 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）機構本部提出書類 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教育事業関係書類 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）委託事業完了報告書 105 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成講習 109 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成30年度ボランティア登録書類 109 阿蘇次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度職員の給与 52 阿蘇次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度基準給与簿 52 阿蘇次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度給与の口座振込申出・変更申請書 52 阿蘇次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度諸手当終了者 53 阿蘇次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度子どもゆめ基金 86 阿蘇次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度寄附金 86 阿蘇次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度運営協議会 18 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度所外会議 18 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度所内会議（所長連絡会議） 18 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度所内会議（事務連絡会議） 18 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度非常勤職員の労働条件通知書・誓約書 47 阿蘇次長 2019年4月1日 無制限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度物品等資産 85 阿蘇次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度法人文書ファイル廃棄簿 12 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度自衛消防訓練 15 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度人事交流・異動(熊本県・熊本大学・機構内) 44 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度人事交流・異動(福岡県・佐賀県・鹿児島県) 44 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度労務管理 45 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 10 阿蘇次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度連携協定関係 2 阿蘇次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度利用者７００万人達成記念式典 4 阿蘇次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度機構図・級別現員表 41 阿蘇次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３０年度役職員の労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2018年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成30年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度連携協定関係 2 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 10 阿蘇次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度法人文書ファイル廃棄簿 12 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度自衛消防訓練 15 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度運営協議会 18 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度所外会議 18 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度所内会議（所長連絡会議） 18 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度所内会議（事務連絡会議） 18 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度九州地区青少年教育施設協議会総会及び所長会 18 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度九州地区青少年教育施設協議会研修会 18 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度照会・回答・報告・届出 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度弔電・祝電 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度特殊郵便物接受簿 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度クロネコメール便差出票 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度ゆうメール差出票 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度後納郵便差出票 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度危機管理マニュアルワーキンググループ 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度安全運転管理者関係 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度マイナンバー関係 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度地方施設所長に係る旅行一覧報告書 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度お礼状・挨拶状 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度行事予定表 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度法人文書管理状況調査（H29年度法人文書） 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度施設別利用実績 22 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度共催・後援等名義使用承諾 25 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度概要作成・送付関係 26 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度インターンシップ・実習生受入 31 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度文書処理簿 32 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成31年度公用車関係①～③ 33 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度宿泊証明等諸証明 34 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度機構図・級別現員表 41 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度人事記録・附属書類(常勤) 42 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度役職員の労働条件通知書・誓約書 42 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の発令(常勤) 44 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度人事交流・異動(熊本県・熊本大学・機構内) 44 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度人事交流・異動(福岡県・鹿児島県) 44 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度労務管理 45 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度人事記録・附属書類(非常勤) 47 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度非常勤職員の労働条件通知書・誓約書 47 阿蘇次長 2020年4月1日 無制限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度栄典・表彰・叙勲 48 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の給与 52 阿蘇次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度基準給与簿 52 阿蘇次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度給与の口座振込申出・変更申出書 52 阿蘇次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度諸手当終了者 53 阿蘇次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の人事(発令除く) 54 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の発令(非常勤) 55 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度個人調書 57 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度勤務時間報告書 59 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度勤務時間関係①～⑧ 59 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度出勤簿 59 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度勤務・宿直割振 59 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の勤務時間・非常勤職員人件費関係データ 59 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度贈与等報告書 59 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度財形貯蓄 62 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度共済組合 63 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度共済組合（団体保険・積立） 63 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度社会保険 65 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度雇用保険 65 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の健康診断 66 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度兼業許可申請書 67 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度職員の研修・講習・説明会 68 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度子どもゆめ基金 86 阿蘇次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度切手・はがき受払簿 92 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（総務） 平成３１年度国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 104 阿蘇次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度損害賠償保険契約 30 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度車輌日誌 33 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 82 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度物品等資産 85 阿蘇次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度寄附金 86 阿蘇次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度予算関係 88 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度調査・回答 90 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度公務員宿舎（貸与・通知・調査文書） 91 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度各種施設保守点検報告書 96 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度支出決議 97 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度年間契約 97 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度契約関係 97 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度ボイラー・危険物関係報告書 99 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度届出書（浄化槽・危険物・専用水道） 99 阿蘇次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度清掃日誌 102 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業支援室（管理） 平成31年度ボイラー日誌 102 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度利用申込書 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度利用申込確認書 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度キャンセル理由書 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度アレルギー対応連絡票 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度調整プログラム　部屋割り　起案 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度調整プログラム 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度部屋割り 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度代表者連絡会議 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度施設利用に関するアンケート調査票 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度疾病者対応表 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年１月～　企画事業利用申込確認書 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度利用期日調整 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度火山情報 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和2年度「利用の手引き」の改訂 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度推進係関係・通知・照会・回答・報告 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（推進係）平成31年度野外調理食材・燃料依頼用紙 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）野外活動計画書 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）指導依頼用紙 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）平成31年度教育事業報告書 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇の草原キッズになろう！①秋編②野焼き編 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座①～③ 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）新しい自分を見つけよう
きらりキャンプin阿蘇

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）大阿蘇青少年ボランティア入門塾 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）親子で仲良く！ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｯｽﾞ 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｲﾝﾀｰｷｬﾝﾌﾟin ASO 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）交流の家はみんなの広場ｉｎASO 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）交流の家はみんなの広場inASO　～科学とものづくりの体験フェス
ティバル～

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）全国ジュニア防災リーダー熊本合宿 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）早寝早起きキャラバンウィーク 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）九州少年少女ドリームカップサッカー交流大会 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）国際交流きらめき阿蘇キャンプ 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ボランティア交流会
（ボランティアによる自主企画事業）

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）第12回国立阿蘇青少年交流の家所長杯争奪九州地区中学生柔道
大会九州地区中学生柔道阿蘇錬成大会

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇ふるさとづくり自然塾（内牧小学校・一の宮小学校） 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ボランティア＆ボランティアコーディネーター
ミックスキャンプ

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇ふるさとづくり自然塾（阿蘇小学校） 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇山一周チャレンジキャンプ
～大草原からの贈り物～

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）子どもゆめ基金助成金募集説明会 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）体験！火振り神事 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）熊本大学教員免許状更新講習 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
「恐竜の島」御所浦で夏の大冒険！
～Seaサマーキャンプ2019～

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教科等に関連付けた体験プログラム作成・検証 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教育事業関係書類 105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
委託事業完了報告書

105 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）自然体験活動指導者（ＮＥＡＬインストラクター）養成講習 109 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2019年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ボランティアコーディネーター 109 阿蘇次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度連携協定関係 2 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度法人文書ファイル管理簿 10 阿蘇次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度法人文書ファイル廃棄簿 12 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度自衛消防訓練 15 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度運営協議会 18 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度所外会議 18 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度所内会議（所長連絡会議） 18 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度所内会議（事務連絡会議） 18 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度九州地区青少年教育施設協議会総会 18 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連 21 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 移管

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度照会・回答・報告・届出 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度弔電・祝電 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度特殊郵便物接受簿 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度クロネコメール便差出票 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度ゆうメール差出票 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度後納郵便差出票 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度危機管理マニュアルワーキンググループ 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度安全運転管理者関係 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度マイナンバー関係 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度地方施設所長に係る旅行一覧報告書 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度お礼状・挨拶状 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度行事予定表 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度法人文書管理状況調査（R2年度法人文書） 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度施設別利用実績 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度共催・後援等名義使用承諾 26 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度概要作成・送付関係 27 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度インターンシップ・実習生受入 32 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度文書処理簿 33 阿蘇次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度公用車関係①～③ 34 阿蘇次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度宿泊証明等諸証明 35 阿蘇次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度機構図・級別現員表 42 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度人事記録・附属書類(常勤) 43 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度役職員の労働条件通知書・誓約書 43 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の発令(常勤) 45 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度人事交流・異動(熊本県・熊本大学・機構内) 45 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度人事交流・異動(福岡県・鹿児島県) 45 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度労務管理 46 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度人事記録・附属書類(非常勤) 48 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度非常勤職員の労働条件通知書・誓約書 48 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度栄典・表彰・叙勲 49 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の給与 53 阿蘇次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度基準給与簿 53 阿蘇次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度給与の口座振込申出・変更申出書 53 阿蘇次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度諸手当終了者 54 阿蘇次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の人事(発令除く) 55 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の発令(非常勤) 56 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度個人調書 58 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度勤務時間報告書 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度勤務時間関係①～⑧ 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度出勤簿 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度勤務・宿直割振 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の勤務時間・非常勤職員人件費関係データ 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度贈与等報告書 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度健康確認票 60 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度財形貯蓄 63 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度共済組合 64 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度共済組合（団体保険・積立） 64 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度社会保険 66 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度雇用保険 66 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の健康診断 67 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度兼業許可申請書 68 阿蘇次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度職員の研修・講習・説明会 69 阿蘇次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度子どもゆめ基金 87 阿蘇次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度切手・はがき受払簿 93 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和２年度国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 105 阿蘇次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度損害賠償保険契約 31 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度車輌日誌 34 阿蘇次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 83 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度物品等資産 81 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度寄附金 87 阿蘇次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度予算関係 89 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度調査・回答 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度公務員宿舎（貸与・通知・調査文書） 92 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度各種施設保守点検報告書 97 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度支出決議 97 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度年間契約 98 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度契約関係 98 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度ボイラー・危険物関係報告書 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度届出書（浄化槽・危険物・専用水道） 23 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度清掃日誌 103 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和２年度ボイラー日誌 103 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度利用申込書 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度利用申込確認書 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度キャンセル理由書 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度調整プログラム　部屋割り　起案 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度調整プログラム 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度部屋割り 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度代表者連絡会議 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度施設利用に関するアンケート調査票 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度疾病者対応表 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）2021年度「利用の手引き」の改訂 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度推進係関係・通知・照会・回答・報告 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）検食簿 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）集団宿泊学習に係る合同説明会 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和3年度の先行受付について 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）物品借用書 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）証明書交付願 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）コロナウイルス感染防止対策を踏まえての当施設ご利用について 107 阿蘇次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 移管

2020年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和２年度利用承諾伺 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
【子どもゆめ基金二十周年記念事業】体験活動の普及啓発動画制
作事業

27 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）指導依頼用紙 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）令和２年度教育事業報告書 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇の草原キッズになろう！①秋編 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座① 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）新しい自分を見つけよう
きらりキャンプin阿蘇

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）大阿蘇青少年ボランティア入門塾
自然体験活動指導者養成講習（ＮＥＡＬリーダー）

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）親子で仲良く！ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｯｽﾞ 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｲﾝﾀｰｷｬﾝﾌﾟin ASO 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）みんなの広場ｉｎASO 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）交流の家はみんなの広場inASO　～科学とものづくりの体験フェス
ティバル～

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）早寝早起きキャラバンウィーク 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）第13回国立阿蘇青少年交流の家所長杯争奪九州地区中学生柔道
大会

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇ふるさとづくり自然塾①（一の宮小学校） 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇ふるさとづくり自然塾②（阿蘇小学校） 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇山一周チャレンジキャンプ
～大草原からの贈り物～

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）子どもゆめ基金助成金募集説明会 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）熊本大学教員免許状更新講習 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）夏応援ＰＲＯＪＥＣＴ
～Seaサマーキャンプ2020～

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教育事業関係 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）
地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
委託事業

107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成講習 107
111阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇青少年交流の家所長杯グラウンド・ゴルフ大会 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇の草原キッズになろう！②野焼き編 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座② 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座③ 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座④ 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）「地域の教育的課題に対応するプログラム」推進事業 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）地域探求プログラムオリエンテーション合宿 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）地域探究プログラム地方ステージ 107 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ボランティアによる自主企画事業 111 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2020年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ボランティアコーディネーター 111 阿蘇次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度連携協定関係 2 阿蘇次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度法人文書ファイル管理簿 10 阿蘇次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度規程の制定・改廃 11 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度法人文書ファイル廃棄簿 12 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度自衛消防訓練 15 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度運営協議会 18 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度所外会議 18 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度所内会議（所長連絡会議） 18 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度所内会議（事務連絡会議） 18 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度業務実績シート 18 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度個人情報保護関係 20 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度個人番号届出書兼台帳 20 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連 21 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 移管

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度照会・回答・報告・届出 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度弔電・祝電 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度特殊郵便物接受簿 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度クロネコメール便差出票 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度ゆうメール差出票 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度後納郵便差出票 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度安全運転管理者関係 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度マイナンバー関係 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度地方施設所長に係る旅行一覧報告書 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度お礼状・挨拶状 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度行事予定表 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度法人文書管理状況調査（R2年度法人文書） 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度共催・後援等名義使用承諾 26 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度概要作成・送付関係 27 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度インターンシップ・実習生受入 32 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度文書処理簿 33 阿蘇次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄



2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度公用車関係①～③ 34 阿蘇次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度宿泊証明等諸証明 35 阿蘇次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度宿直日誌 37 阿蘇次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度機構図・級別現員表 42 阿蘇次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度役職員の労働条件通知書・誓約書 43 阿蘇次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度職員の発令(常勤) 45 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度人事交流・異動(熊本県・熊本大学・機構内) 45 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度人事交流・異動(福岡県・鹿児島県) 45 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度労務管理 46 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度非常勤職員の労働条件通知書・誓約書 48 阿蘇次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度栄典・表彰・叙勲 49 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度職員の給与 53 阿蘇次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度基準給与簿 53 阿蘇次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度給与の口座振込申出・変更申出書 53 阿蘇次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度諸手当終了者 54 阿蘇次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度職員の人事(発令除く) 55 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度職員の発令(非常勤) 56 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度個人調書 58 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度勤務時間報告書 60 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度勤務時間関係①～⑧ 60 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度出勤簿 60 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度勤務・宿直割振 60 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度贈与等報告書 60 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度健康確認票 60 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度財形貯蓄 63 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度共済組合 64 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度共済組合（団体保険・積立） 64 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度社会保険 66 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度雇用保険 66 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度職員の健康診断 67 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度兼業許可申請書 68 阿蘇次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度職員の研修・講習・説明会 69 阿蘇次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度子どもゆめ基金 87 阿蘇次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度切手・はがき受払簿 93 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（総務） 令和３年度国立阿蘇青少年交流の家危機管理マニュアル 105 阿蘇次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度消防関係報告書 15 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度届出書（防災査察） 15 阿蘇次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度損害賠償保険契約 31 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度車輌日誌 34 阿蘇次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度工作物の許可申請関係 71 阿蘇次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度施設関係（財産使用許可・通知・報告文書） 83 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度物品等資産 81 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度寄附金 87 阿蘇次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度予算関係 89 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度調査・回答 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度公務員宿舎（貸与・通知・調査文書） 92 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度各種施設保守点検報告書 97 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度支出決議 97 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度年間契約 98 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度契約関係 98 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度ボイラー・危険物関係報告書 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度届出書（浄化槽・危険物・専用水道） 23 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度清掃日誌 103 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業支援室（管理） 令和３年度ボイラー日誌 103 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度利用申込書 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度利用申込確認書 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度キャンセル理由書 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度調整プログラム　部屋割り　起案 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度調整プログラム 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度部屋割り 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度代表者連絡会議 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度施設利用に関するアンケート調査票 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度疾病者対応表 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）2022年度「利用の手引き」の改訂 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度推進係関係・通知・照会・回答・報告 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）検食簿 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）集団宿泊学習に係る合同説明会 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和3年度の先行受付について 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）物品借用書 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）証明書交付願 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）コロナウイルス感染防止対策を踏まえての当施設ご利用について 107 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 移管

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度利用承諾伺 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）令和３年度SNSについて 27 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（推進係）施設利用時に撮影した写真・映像等の使用に係る承諾書 106 阿蘇次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇の草原キッズになろう！ 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座① 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）新しい自分を見つけよう
きらりキャンプin阿蘇

107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）大阿蘇青少年ボランティア入門塾 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）親子で仲良く！ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｯｽﾞ 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｲﾝﾀｰｷｬﾝﾌﾟin ASO 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）親子の広場ｉｎASO 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）早寝早起きキャラバンウィーク 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）第14回国立阿蘇青少年交流の家所長杯争奪九州地区中学生柔道
大会

107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇山一周チャレンジキャンプ
～大草原からの贈り物～

107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）子どもゆめ基金助成金募集説明会 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）熊本大学教員免許状更新講習 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）夏応援ＰＲＯＪＥＣＴ
～Seaサマーキャンプ2021～

107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇青少年交流の家所長杯グラウンド・ゴルフ大会 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇の草原キッズになろう！②野焼き編 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座② 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ジュニアジオガイド講座③パークレンジャー 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）地域探求プログラムオリエンテーション合宿 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）地域探究プログラム地方ステージ 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）ボランティアコーディネーター 111 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇ふるさとづくり未来塾 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇防災プログラム（みなみあそ観光局） 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）草原学習小委員会WGジオパーク推進協議会幹事会 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）教育事業関係（本部・県・市町村） 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）阿蘇草原再生募金ASO環境共生基金（草原キッズ） 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）防災キャンプ（仮） 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）わくわくグローバルキャンプ 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）星空観察会① 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）星空観察会② 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄

2021年度 阿蘇 事業推進室（専門職）活動確認用紙 107 阿蘇次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 阿蘇次長 廃棄



1982年度 沖縄 総務係 創立１０周年記念式典関係 4 沖縄次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1987年度 沖縄 総務係 創立１５周年記念式典関係 4 沖縄次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1989年度 沖縄 総務係 平成元年度～令和３年度　安全運転管理者届出関係 25 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1991年度 沖縄 総務係 平成２～３年度任免関係調査 43 沖縄次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1992年度 沖縄 総務係 昭和４７～平成４年度昇格関係 45 沖縄次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1992年度 沖縄 総務係 昭和６１～平成４年度任免関係通知 43 沖縄次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1992年度 沖縄 総務係 創立２０周年記念式典関係 4 沖縄次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 昭和４７～平成５年度欠員状況報告 45 沖縄次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 昭和４７～平成５年任免異動報告関係 45 沖縄次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 昭和６３～平成５年度級別定数関係 45 沖縄次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 昭和６１～平成５年度異動に伴う書類関係 43 沖縄次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 昭和４７～平成５年度任免（４）（配置換え・承認） 45 沖縄次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 平成３～５年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1993年度 沖縄 総務係 平成４～５年度任免関係調査 45 沖縄次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1995年度 沖縄 総務係 平成６～７年度任免関係調査 45 沖縄次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1995年度 沖縄 総務係 平成６～７年任免異動報告関係 45 沖縄次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1996年度 沖縄 総務係 平成５～８年度異動に伴う書類関係 43 沖縄次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1996年度 沖縄 総務係 平成６～８年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1997年度 沖縄 総務係 平成元～９年度防災関係 15 沖縄次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1997年度 沖縄 総務係 平成８～９年度任免関係調査 45 沖縄次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1997年度 沖縄 総務係 平成６～９年度任免関係通知 45 沖縄次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1999年度 沖縄 総務係 昭和４７～平成１１年度管理職関係 45 沖縄次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1999年度 沖縄 総務係 昭和６１～平成１１年度常勤職員在職状況 45 沖縄次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1999年度 沖縄 総務係 平成６～平成１１年度級別定数関係 45 沖縄次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1999年度 沖縄 総務係 平成９～１１年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1999年度 沖縄 総務係 平成９～１１年度任免関係調査 45 沖縄次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2000年度 沖縄 総務係 平成１２年度級別定数関係 45 沖縄次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2000年度 沖縄 総務係 平成１１～１２年度サミット関係 116 沖縄次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2001年度 沖縄 総務係 平成８～１３年度異動に伴う書類関係（転入者分） 43 沖縄次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2001年度 沖縄 総務係 平成９～１３年度異動に伴う書類関係（転出者分） 43 沖縄次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2001年度 沖縄 総務係 平成６～１３年度欠員状況報告 45 沖縄次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2001年度 沖縄 総務係 人事記録 43 沖縄次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2002年度 沖縄 総務係 平成１１～１４年度任免関係調査 45 沖縄次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2002年度 沖縄 総務係 平成１２～１４年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2002年度 沖縄 総務係 創立３０周年記念式典関係 4 沖縄次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2003年度 沖縄 総務係 平成１４～１５年度異動に伴う書類関係 45 沖縄次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2004年度 沖縄 総務係 平成１５～１６年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2005年度 沖縄 総務係 平成１７年度任免（Ⅰ）常勤職員 45 沖縄次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2005年度 沖縄 総務係 平成１７年度新法人設立関係 1 沖縄次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2006年度 沖縄 総務係 平成18～25年度労働時間・宿直関係（届出関係） 46 沖縄次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2006年度 沖縄 総務係 平成５～平成１９年度昇格関係 45 沖縄次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2006年度 沖縄 総務係 平成１８年度着任届 45 沖縄次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2008年度 沖縄 総務係 平成１８～２０年度任免（１）常勤職員 43 沖縄次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2009年度 沖縄 総務係 平成１9年度～令和2年度危機管理マニュアル 105 沖縄次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2009年度 沖縄 総務係 平成１8年度～危機管理マニュアル 105 沖縄次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2010年度 沖縄 総務係 平成18～22年度　所内規程等（改正等） 11 沖縄次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2011年度 沖縄 総務係 平成21～23年度異動関係書類 45 沖縄次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2011年度 沖縄 総務係 平成21～22年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2012年度 沖縄 事業推進係 平成24年度会計(食堂利用料金支払確認書等) 82 沖縄次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2012年度 沖縄 事業推進係 平成24年度料金徴収確認日報 82 沖縄次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2012年度 沖縄 総務係 平成23～24年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2012年度 沖縄 総務係 令和元年度～令和２年度　安全衛生推進者関係 67 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2013年度 沖縄 管理係 平成25年度収納報告 82 沖縄次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 事業推進係 平成２５年度料金徴収確認日報 82 沖縄次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成24～25年度業務実績シート 18 沖縄次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成24～25年度所議関係 18 沖縄次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成23～26年度任免（Ⅱ）非常勤職員 48 沖縄次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成18年度～所内規程及び所内取決 11 沖縄次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成22～年度所内規程 11 沖縄次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 防火管理者関係 15 沖縄次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成18～25年度労働時間・宿直関係（届出関係） 45 沖縄次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 安全衛生推進者関係 67 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 「海水浴場及び海域レジャー事業」届出関係 23 沖縄次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 創立４０周年事業（記念式典関係） 4 沖縄次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成25～26年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成２5～27年度防災関係 15 沖縄次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成19年度～令和2年度栄典関係（永年勤続表彰等） 49 沖縄次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2013年度 沖縄 総務係 平成２５年度～令和元年度　国家機関連絡会 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 管理係 平成26年度収納報告 82 沖縄次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 事業推進係 平成26年度料金徴収確認日報 82 沖縄次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 総務係 平成24年度～電報発信関係 23 沖縄次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 総務係 平成26年度～郵便切手請求伝票 23 沖縄次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 総務係 平成26年度所議関係 18 沖縄次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 総務係 平成26年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2015年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 総務係 平成26～28年度運営委員会関係 18 沖縄次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2014年度 沖縄 総務係 平成26～28年度業務実績シート 18 沖縄次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 管理係 平成27年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 管理係 平成27年度収納報告 82 沖縄次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 事業推進係 平成27年度料金徴収確認日報 82 沖縄次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度～本部報告関係 23 沖縄次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度所議関係 18 沖縄次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度任免（Ⅱ）非常勤職員 48 沖縄次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27～30年度財形貯蓄関係 63 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27～30年度雇用保険関係 66 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27～30年度社会保険関係 66 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度～令和元年度共済貸付 64 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成27年度～令和元年度短期給付関係 64 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成25年度～令和2年度職員健康診断・人間ドック 67 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2015年度 沖縄 総務係 平成２７年度～令和２年度　就業規則改正 11 沖縄次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 管理係 平成28年度契約決議書（電気料金） 87 沖縄次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 管理係 平成28年度契約決議書（水道使用料・プロパンガス） 87 沖縄次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 管理係 平成28年度契約決議書（燃料使用料） 87 沖縄次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 管理係 平成28年度収納報告 97 沖縄次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 管理係 平成28年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 事業推進係 平成28年度研修支援事業アンケート 82 沖縄次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28年度給与支給関係 53 沖縄次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28年度税務関係 53 沖縄次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28年度所議関係 82 沖縄次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28～29年度任免（Ⅱ）非常勤職員 48 沖縄次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2017年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄



2016年度 沖縄 総務係 平成28年度～令和元年度財形貯蓄関係 63 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成28年度～令和2年度 防災関係 15 沖縄次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2016年度 沖縄 総務係 平成２８年度～令和元年度　委託業者選定報告・通知 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成27～29年度諸手当関係及び各種証明書 54 沖縄次長 2018年4月1日 支給終了
後６年

2022年4月30日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書(タクシー、ホテル） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（海洋監視、宿直） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（CMS、駐車場） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（自家用電気工作） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（複写機） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（清掃） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（ゴミ処理） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書(施設使用料等） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（洗濯委託） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書(電話NTT) 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書(電話KDDI) 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（汚水処理） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（後納郵便） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（消防設備点検業務・空調設備保守・ボイ
ラー整備保守）

97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（広報経費） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（電気料金） 87 沖縄次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（貨物運賃） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（水道使用料・プロパンガス） 87 沖縄次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（土地賃貸料） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（水質検査等業務委託） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書（燃料使用料） 87 沖縄次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度契約決議書(ゆめ基金） 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度旅費・謝金 97 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度収納報告 82 沖縄次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 管理係 平成29年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 企画指導専門職 平成29年度教育事業実施関係文書 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 企画指導専門職 平成29年度社会教育実習関係文書 112 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 企画指導専門職 平成29年度調整プログラム記録 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 企画指導専門職 平成29年度原義書綴り 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 企画指導専門職 平成29年度地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度料金徴収確認日報 82 沖縄次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度研修支援事業アンケート 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度教育事業アンケート 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用団体票におけるチェックリスト（4月～5月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用団体票におけるチェックリスト（6月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用団体票におけるチェックリスト（7月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用団体票におけるチェックリスト（8月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用団体票におけるチェックリスト（9月～10月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用団体票におけるチェックリスト（11月～3月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用申込書（4月～7月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用申込書（7月～9月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用申込書（10月～3月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度利用申込書綴り（10月～3月） 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度関係機関回答 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度教育事業会計① 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度教育事業会計② 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度部屋割り 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度電話受付簿 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度月別利用団体表 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度キャンセル受付簿 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度本部報告 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 事業推進係 平成29年度研修支援関係 23 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度～各種変更・取得・修了届 70 沖縄次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度文書受付簿 21 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度通知文等 23 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度会議関係 23 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度調査関係 23 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度後納郵便管理簿 23 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度共催・後援関係 26 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度旅行命令簿及び旅行依頼簿 28 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度出張伺い 28 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度人事評価シート 57 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年休暇簿 60 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度勤務時間報告書 60 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年出勤簿 60 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度勤務割振関係 60 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度共済組合員資格関係 64 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度共済関係事務関係 64 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度グループ保険関係 65 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度村内行事関係 107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度九州地区国立青少年教育施設・連携促進会議・総務系
実務研修

107 沖縄次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度給与支給関係 53 沖縄次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度税務関係 53 沖縄次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度運営委員会関係 18 沖縄次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度所議関係 18 沖縄次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2018年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度～令和2年度 業務実績シート 18 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2017年度 沖縄 総務係 平成29年度～令和2年度村役場・交流の家連絡会関係 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書(タクシー、ホテル） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（海洋監視、宿直） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（CMS、駐車場） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（自家用電気工作） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（複写機） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（清掃） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（ゴミ処理） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書(施設使用料等） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（洗濯委託） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書(電話NTT) 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書(電話KDDI) 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（汚水処理） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（後納郵便） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（消防設備点検業務・空調設備保守・ボイ
ラー整備保守）

97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（広報経費） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（電気料金） 87 沖縄次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（貨物運賃） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（水道使用料・プロパンガス） 87 沖縄次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（土地賃貸料） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（水質検査等業務委託） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書（燃料使用料） 87 沖縄次長 2019年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2018年度 沖縄 管理係 平成30年度契約決議書(ゆめ基金） 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度旅費・謝金 97 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度収納報告 82 沖縄次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 管理係 平成30年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 企画指導専門職 平成30年度教育事業実施関係文書 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 企画指導専門職 平成30年度社会教育実習関係文書 112 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 企画指導専門職 平成30年度調整プログラム記録 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 企画指導専門職 平成30年度原義書綴り 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 企画指導専門職 平成30年度地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度料金徴収確認日報 107 沖縄次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度研修支援事業アンケート 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度教育事業アンケート 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用団体票におけるチェックリスト（4月～5月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用団体票におけるチェックリスト（6月～7月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用団体票におけるチェックリスト（8月～9月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用団体票におけるチェックリスト（10月～11月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用団体票におけるチェックリスト（12月～1月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用団体票におけるチェックリスト（2月～3月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度教育事業参加者名簿① 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度教育事業参加者名簿② 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用申込書綴り（4月～5月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用申込書（6月～8月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用申込書（9月～11月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度利用申込書（12月～3月） 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度関係機関回答 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度教育事業会計① 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度教育事業会計② 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度部屋割り 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度電話受付簿 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度月別利用団体表 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度キャンセル受付簿 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度本部報告 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 事業推進係 平成30年度研修支援関係 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度文書受付簿 21 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度通知文等 23 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度会議関係 23 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度調査関係 23 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度後納郵便管理簿 23 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度共催・後援関係 26 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度旅行命令簿及び旅行依頼簿 28 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度出張伺い 28 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度人事評価シート 57 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年休暇簿 60 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度勤務時間報告書 60 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年出勤簿 60 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度勤務割振関係 60 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度共済組合員資格関係 64 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度共済関係事務関係 64 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度グループ保険関係 65 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度村内行事関係 107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係
平成30年度九州地区国立青少年教育施設・連携促進会議・総務系
実務研修

107 沖縄次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度職員別給与簿 53 沖縄次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2018年度 沖縄 総務係 平成30年度給与支給関係 53 沖縄次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度税務関係 53 沖縄次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度～令和２年度　諸手当関係及び各種証明書 54 沖縄次長 2021年4月1日
支給終

了後６年
2027年4月30日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度運営委員会関係 18 沖縄次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度所議関係 18 沖縄次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度任免（Ⅱ）非常勤職員 48 沖縄次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係 平成30年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2019年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 企画指導専門職 令和元年度教育事業実施関係文書 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 企画指導専門職 令和元年度社会教育実習関係文書 112 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 企画指導専門職 令和元年度調整プログラム記録 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 企画指導専門職 令和元年度原義書綴り 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 企画指導専門職 令和元年度地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度料金徴収確認日報 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度研修支援事業アンケート 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度教育事業アンケート 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用団体票におけるチェックリスト４月～ 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用団体票におけるチェックリスト６月～ 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用団体票におけるチェックリスト７月～ 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用団体票におけるチェックリスト9月～ 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用団体票におけるチェックリスト11月～ 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用団体票におけるチェックリスト12月～ 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度教育事業参加者名簿① 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度教育事業参加者名簿② 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用申込書綴り 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用申込書綴り 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用申込書綴り 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度関係機関回答 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度教育事業会計 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度教育事業会計 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度部屋割り 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度利用申込確認書 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度電話受付簿 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度月別利用団体表 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度キャンセル受付簿 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度本部報告 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 事業推進係 令和元年度研修支援関係 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度沖縄青少年交流の家公印使用簿 33 沖縄次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年休暇簿 60 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年出勤簿 60 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度後納郵便管理簿 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度研修関係綴 69 沖縄次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度通知文等 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度会議関係 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度調査関係 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度共催・後援関係 26 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度旅行命令簿及び旅行依頼簿 28 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度出張伺い 28 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度村内行事関係 107 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度 所議関係 18 沖縄次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度 運営委員会関係 18 沖縄次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度 所内研修関係 69 沖縄次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2019年度 沖縄 総務係 令和元年度パソコン・ネットワーク関係 30 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度勤務時間報告書 60 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度勤務割振関係 60 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度共済組合・健康保険関係 64 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度職員別給与簿 53 沖縄次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度給与支給関係 53 沖縄次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度税務関係 53 沖縄次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度任免（Ⅱ）非常勤職員 43 沖縄次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度調査・広報関係 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 沖縄観光コンベンションビューロー関係 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度学生サポーター関連 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度九州地区国立大学法人等採用試験事務室関連 23 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2020年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度雇用保険関係 66 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 企画指導専門職 令和２年度教育事業実施関係文書 108 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 企画指導専門職 令和２年度社会教育実習関係文書 112 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 企画指導専門職 令和２年度調整プログラム記録 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 企画指導専門職 令和２年度原義書綴り 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 企画指導専門職 令和２年度地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 体験活動の普及発動画制作事業（youtube) 11 沖縄次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙・DVD 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度研修支援体調管理シート① 21 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 国立公文書館
に移管

2020年度 沖縄 事業推進係 令和2年度研修支援体調管理シート② 21 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 国立公文書館
に移管

2020年度 沖縄 事業推進係 令和2年度教育事業・地域ぐるみ体調管理シート 21 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 国立公文書館
に移管

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度教育事業会計 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度研修支援事業アンケート 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度教育事業アンケート 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト　4月～7月

107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト　８月～１０月

107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト　１１月～１月

107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト２月～３月

107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度事業受付名簿 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度利用申込書 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度部屋割り 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度電話受付簿 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度月別利用団体表 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度キャンセル受付簿 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度本部報告関係 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度研修支援関係 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 事業推進係 令和２年度関係機関報告 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度沖縄青少年交流の家公印使用簿 33 沖縄次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和2年度勤務割振関係 60 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和2年度財形貯蓄関係 63 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度雇用保険関係 66 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 新型コロナウイルス対応関係 21 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長
国立公文書館
に移管

2020年度 沖縄 総務係 平成３０年度～令和２年度　所長ヒアリングに係る提出資料 25 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2010年度 沖縄 総務係 平成２２～令和２年度　連携協定関係 2 沖縄次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2018年度 沖縄 総務係
第４期（2021～2025年度）中期目標・中期計画策定準備に係る検討
について

18 沖縄次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 総務係 令和元年度人事評価シート 57 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 令和元年度　地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 国内出張（船舶） 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 立替金 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2019年度 沖縄 管理係 令和元年度収納報告1/2 82 沖縄次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 令和元年度収納報告2/2 82 沖縄次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 令和元年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 旅費・謝金１／２ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 旅費・謝金２／２ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 令和元年度支出決議及び支払依頼書 旅費・謝金 87 沖縄次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 平成３１年度（令和元年度）年間契約関係 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 所外・本部報告関係 22 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書２／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書３／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係
支出契約決議書４／１１

97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書５／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書６／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係
支出契約決議書７／１１

97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書８／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書９／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１０／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2019年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１１／１１ 97 沖縄次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度共済組合・健康保険関係 65 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度職員別給与簿 53 沖縄次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度給与支給関係 53 沖縄次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度税務関係 53 沖縄次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度任免（Ⅱ）非常勤職員 43 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度調査・広報関係 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度沖縄観光コンベンションビューロー関係 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度学生サポーター関連 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度九州地区国立大学法人等採用試験事務室関連 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度パソコン・ネットワーク関係 30 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度勤務時間報告書 60 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年休暇簿 60 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年出勤簿 60 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度後納郵便管理簿 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度研修関係綴 69 沖縄次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度通知文等 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度会議関係 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度調査関係 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度共催・後援関係 26 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度旅行命令簿及び旅行依頼簿 28 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度出張伺い 28 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度村内行事関係 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度 所議 18 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度 運営委員会関係 18 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度 所内研修関係 69 沖縄次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度 国家機関連絡会 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度　回答に関するもの 23 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 創立５０周年記念式典関係 4 沖縄次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2021年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度　英語力育成プログラム事業 107 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 総務係 令和２年度人事評価シート 57 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度　地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 98 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2020年度 沖縄 管理係 国内出張（船舶） 98 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 立替金 98 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度収納報告 82 沖縄次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 旅費・謝金１／２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 旅費・謝金２／２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度支出決議及び支払依頼書 旅費・謝金 87 沖縄次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度年間契約関係 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度所外・本部報告関係 22 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度所内報告関係 22 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度講師委託 22 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 令和２年度宿舎関係 92 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書２／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書３／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書４／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書５／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書６／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書７／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書８／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書９／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１０／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１１／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2020年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１２／１２ 97 沖縄次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度沖縄青少年交流の家公印使用簿 33 沖縄次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度勤務割振関係 60 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度財形貯蓄関係 63 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度雇用保険関係 66 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 新型コロナウイルス対応関係 21 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長
国立公文書館
に移管

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度　所長ヒアリングに係る提出資料 25 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度共済組合・健康保険関係 65 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度職員別給与簿 53 沖縄次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度給与支給関係 53 沖縄次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度税務関係 53 沖縄次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度任免（Ⅰ）常勤職員 43 沖縄次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度任免（Ⅱ）非常勤職員 43 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度本部からの通知・依頼 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度沖縄観光コンベンションビューロー関係 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度学生サポーター関連 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度九州地区国立大学法人等採用試験事務室関連 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度パソコン・ネットワーク関係 30 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度勤務時間報告書 60 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度諸手当関係 54 沖縄次長 2022年4月1日
支給終

了後６年
2028年4月30日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度各種証明書等 60 沖縄次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度公用車運行関係 34 沖縄次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度検食記録 113 沖縄次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度宿直日誌 37 沖縄次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度機構図 42 沖縄次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年休暇簿 60 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度後納郵便管理簿 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度研修関係綴 69 沖縄次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度通知文等 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2021年度 沖縄 総務係 令和３年度会議関係 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度共催・後援関係 26 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度旅行命令簿及び旅行依頼簿 28 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度出張伺い 28 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度村内行事関係 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度 所議 18 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度 運営委員会関係 18 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度 所内研修関係 69 沖縄次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度 国家機関連絡会 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度　回答に関するもの 23 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度　就業規則改正 11 沖縄次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度 業務実績シート 18 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度栄典関係（永年勤続表彰等） 49 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度職員健康診断・人間ドック 67 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度　安全衛生推進者関係 67 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度 防災関係 15 沖縄次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度労働時間・宿直関係（届出関係） 46 沖縄次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和3年度法人文書分類基準表・法人文書管理簿 10 沖縄次長 2022年4月1日 常用 未定 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 総務係 令和３年度人事評価シート 57 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子データ 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 国内出張（船舶） 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 立替金 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度収納報告 82 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度支出決議及び支払依頼書 87 沖縄次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 旅費・謝金１／２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 旅費・謝金２／２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度支出決議及び支払依頼書 旅費・謝金 87 沖縄次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度年間契約関係 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度所外・本部報告関係 22 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度所内報告関係 22 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度講師委託 22 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 令和３年度宿舎関係 92 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書２／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書３／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書４／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書５／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書６／１２ 87 沖縄次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書７／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書８／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書９／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１０／１２ 87 沖縄次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１１／１２ 87 沖縄次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 管理係 支出契約決議書１２／１２ 97 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 企画指導専門職 令和３年度教育事業実施関係文書 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 企画指導専門職 令和３年度社会教育実習関係文書 112 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 企画指導専門職 令和３年度調整プログラム記録 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 企画指導専門職 令和３年度原議書綴り 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 企画指導専門職 令和３年度地域ぐるみで体験の風をおこそう運動in沖縄 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度研修支援体調管理シート① 21 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 国立公文書館
に移管

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度研修支援体調管理シート② 21 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 国立公文書館
に移管

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度教育事業・地域ぐるみ体調管理シート 21 沖縄次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沖縄次長
国立公文書館
に移管

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度教育事業会計 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄



2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度研修支援事業アンケート 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度教育事業アンケート 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係
令和３年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト　4月～7月

107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト　８月～１０月

107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト　１１月～２月

107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係
令和３年度利用申込確認書・利用承諾伺・利用団体標における
チェックリスト３月

107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度事業受付名簿 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度利用申込書 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度部屋割り 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度電話受付簿 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度月別利用団体表 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度キャンセル受付簿 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度本部報告関係 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度研修支援関係 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

2021年度 沖縄 事業推進係 令和３年度関係機関報告 107 沖縄次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 沖縄次長 廃棄

1982年度 日高 運営 各種施設竣工記念式典２ 4 日高次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1982年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８２ 5 日高次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1983年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８３ 5 日高次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1984年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８４ 5 日高次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1985年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８５ 5 日高次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1986年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８６ 5 日高次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1987年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８７ 5 日高次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1988年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８８ 5 日高次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1989年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止８９ 5 日高次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1990年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９０ 5 日高次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1991年度 日高 運営 各種施設竣工記念式典１０ 4 日高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1991年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９１ 5 日高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1992年度 日高 運営 規程の制定・改廃９２ 11 日高次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1992年度 日高 人事 職員任免９２ 44 日高次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1992年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９２ 45 日高次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1992年度 日高 通知 関係例規９２ 14 日高次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1992年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９２ 13 日高次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1992年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９２ 5 日高次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1993年度 日高 運営 規程の制定・改廃９３ 11 日高次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1993年度 日高 人事 職員任免９３ 44 日高次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1993年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９３ 45 日高次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1993年度 日高 通知 関係例規９３ 14 日高次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1993年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９３ 13 日高次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1993年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９３ 5 日高次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1994年度 日高 運営 規程の制定・改廃９４ 11 日高次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1994年度 日高 人事 職員任免９４ 44 日高次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1994年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９４ 45 日高次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1994年度 日高 通知 関係例規９４ 14 日高次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1994年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９４ 13 日高次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1994年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９４ 5 日高次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1995年度 日高 運営 規程の制定・改廃９５ 11 日高次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1995年度 日高 人事 職員任免９５ 44 日高次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1995年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９５ 45 日高次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1995年度 日高 通知 関係例規９５ 14 日高次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1995年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９５ 13 日高次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1995年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９５ 5 日高次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1996年度 日高 運営 規程の制定・改廃９６ 11 日高次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄



1996年度 日高 人事 職員任免９６ 44 日高次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1996年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９６ 45 日高次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1996年度 日高 通知 関係例規９６ 14 日高次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1996年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９６ 13 日高次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1996年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９６ 5 日高次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1997年度 日高 運営 規程の制定・改廃９７ 11 日高次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1997年度 日高 人事 職員任免９７ 44 日高次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1997年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９７ 45 日高次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1997年度 日高 通知 関係例規９７ 14 日高次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1997年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９７ 13 日高次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1997年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９７ 5 日高次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1998年度 日高 運営 規程の制定・改廃９８ 11 日高次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1998年度 日高 人事 職員任免９８ 44 日高次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1998年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９８ 45 日高次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1998年度 日高 通知 関係例規９８ 14 日高次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1998年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９８ 13 日高次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1998年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９８ 5 日高次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1999年度 日高 運営 規程の制定・改廃９９ 11 日高次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1999年度 日高 人事 職員任免９９ 44 日高次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1999年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係９９ 45 日高次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1999年度 日高 通知 関係例規９９ 14 日高次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1999年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿９９ 13 日高次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

1999年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止９９ 5 日高次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2000年度 日高 運営 規程の制定・改廃００ 11 日高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2000年度 日高 人事 職員任免００ 44 日高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2000年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係００ 45 日高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2000年度 日高 通知 関係例規００ 14 日高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2000年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿００ 13 日高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2000年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止００ 5 日高次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 運営 規程の制定・改廃０１ 11 日高次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 人事 職員任免０１ 44 日高次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係０１ 45 日高次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 通知 関係例規０１ 14 日高次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿０１ 13 日高次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 運営 各種施設竣工記念式典２０ 4 日高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2001年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止０１ 5 日高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 運営 規程の制定・改廃０２ 11 日高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 人事 職員任免０２ 44 日高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係０２ 45 日高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 通知 関係例規０２ 14 日高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 文書・広報 文書管理簿０２ 13 日高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿０２ 13 日高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2002年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止０２ 5 日高次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 運営 規程の制定・改廃０３ 11 日高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 人事 職員任免０３ 44 日高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 人事 身分保障・休職・不服申し立て関係０３ 45 日高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 通知 関係例規０３ 14 日高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 文書・広報 文書管理簿０３ 13 日高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿０３ 13 日高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2003年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止０３ 5 日高次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2004年度 日高 運営 規程の制定・改廃０４ 11 日高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2004年度 日高 人事 職員任免０４ 44 日高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄



2004年度 日高 通知 関係例規０４ 14 日高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2004年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿０４ 13 日高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2004年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止０４ 5 日高次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2005年度 日高 人事 職員任免０５ 44 日高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2005年度 日高 通知 関係例規０５ 14 日高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2005年度 日高 文書・広報 文書ファイル管理簿０５ 13 日高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2005年度 日高 文書・広報 公印の制定及び廃止０５ 5 日高次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 規程関係 11 日高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 国立日高青少年自然の家規程集 11 日高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 人事関係（平成１８年度） 44 日高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 労使協定関係（平成１８年度） 45 日高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 管理（施設） 危機管理マニュアル 70 日高次長 2007年4月1日 常用 未定 紙 日高書庫１ 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 登記関係 1 日高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 人事記録簿 42 日高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 栄典・表彰関係（平成１８年度） 4 日高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2006年度 日高 総務 公印台帳（平成１８年度） 5 日高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2007年度 日高 総務 人事関係（平成１９年度） 44 日高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2007年度 日高 総務 労使協定関係（平成１８・１９年度） 45 日高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2007年度 日高 管理（施設） 危機管理マニュアル 70 日高次長 2008年4月1日 常用 未定 紙 日高書庫１ 日高次長 廃棄

2008年度 日高 総務 人事関係（平成２０年度） 44 日高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2008年度 日高 総務 労使協定関係（平成２０年度） 45 日高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2008年度 日高 管理（施設） 危機管理マニュアル 70 日高次長 2009年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2009年度 日高 総務 人事関係（平成21年度） 44 日高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2009年度 日高 総務 労使協定関係（平成2１年度） 45 日高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2009年度 日高 管理（施設） 危機管理マニュアル 70 日高次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 総務係 労使協定関係（平成22年度） 45 日高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 総務係 人事関係（平成22年度） 44 日高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 管理係 平成22年度不動産関係 77 日高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 管理係 平成２２年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 総務係 公印台帳 5 日高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 総務係 ふれあいの森における森林の整備等の活動に関する協定書 2 日高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2010年度 日高 総務係 沙流川整備関係 2 日高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 労使協定関係（平成23年度） 45 日高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 人事関係（平成２３年度） 44 日高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 労使協定関係（平成２３年度） 45 日高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 管理係 平成23年度無線局関係書類 76 日高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 管理係 平成23年度不動産関係 77 日高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 管理係 平成23年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 公印台帳 5 日高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 ふれあいの森における森林の整備等の活動に関する協定書 2 日高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 沙流川整備関係 2 日高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2011年度 日高 総務係 30周年記念事業 4 日高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 栄典・表彰 48 日高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成24年度） 47 日高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成24年度） 18 日高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 施設業務運営委員会（平成24年度） 18 日高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 管理係 平成24年度食堂料金徴収日報 81 日高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 管理係 平成24年度車両台帳 85 日高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 労使協定関係（平成24年度） 45 日高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 人事関係（平成24年度） 44 日高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 労使協定関係（平成24年度） 45 日高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 管理係 平成24年度不動産関係 77 日高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2012年度 日高 管理係 平成24年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 公印台帳 5 日高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 ふれあいの森における森林の整備等の活動に関する協定書 2 日高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 沙流川整備関係 2 日高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2012年度 日高 総務係 30周年記念事業 4 日高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成25年度） 18 日高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 管理係 平成25年度車両台帳 85 日高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 栄典・表彰 48 日高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成25年度） 47 日高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 施設業務運営委員会（平成25年度） 18 日高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 労使協定関係（平成25年度） 45 日高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 人事関係（平成25年度） 44 日高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 労使協定関係（平成25年度） 45 日高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 管理係 平成25年度不動産関係 77 日高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 管理係 平成25年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 公印台帳 5 日高次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 ふれあいの森における森林の整備等の活動に関する協定書 2 日高次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 沙流川整備関係 2 日高次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2013年度 日高 総務係 30周年記念事業 4 日高次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成26年度） 47 日高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成26年度） 18 日高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 施設業務運営委員会（平成26年度） 18 日高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 諸会議（平成26年度） 18 日高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 管理係 平成26年度車両台帳 85 日高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 労使協定関係（平26成年度） 45 日高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 人事関係（平成26年度） 44 日高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 労使協定関係（平成26年度） 45 日高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 規程の制定・改廃(平成26年度） 11 日高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 管理係 平成26年度不動産関係 77 日高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 管理係 平成26年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2014年度 日高 総務係 公印台帳（平成26年度） 5 日高次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 管理係 平成27年度収入関係 86 日高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 管理係 平成27年度収納報告書 86 日高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 管理係 平成27年度水道 86 日高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成27年度） 47 日高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成27年度） 18 日高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 施設業務運営委員会（平成27年度） 18 日高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 諸会議（平成27年度） 18 日高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 贈与等報告書（平成27年度） 59 日高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 管理係 平成27年度車両台帳 85 日高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 労使協定関係（平26成年度） 45 日高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 人事関係（平成27年度） 44 日高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 労使協定関係（平成27年度） 45 日高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 規程の制定・改廃(平成27年度） 11 日高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 管理係 平成27年度不動産関係 77 日高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 管理係 平成27年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2015年度 日高 総務係 公印台帳（平成27年度） 5 日高次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 昇格・昇級関係（平成28年度） 52 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 給与・諸手当関係（平成28年度） 52 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 期末・勤勉手当（平成28年度） 52 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 寒冷地手当（平成28年度） 52 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 年末調整資料（平成28年度） 52 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2016年度 日高 総務係 基準給与簿（平成28年度） 52 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 諸手当認定簿 53 日高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 管理係 平成28年度収入関係 86 日高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 管理係 平成28年度収納報告書 86 日高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 管理係 平成28年度水道 86 日高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 管理係 平成28年度車両台帳 85 日高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成28年度） 47 日高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成28年度） 18 日高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 施設業務運営委員会（平成28年度） 18 日高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 諸会議（平成28年度） 18 日高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 管理係 平成28年度不動産関係 77 日高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 労使協定関係（平28成年度） 45 日高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 人事関係（平成28年度） 44 日高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 労使協定関係（平成28年度） 45 日高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 規程の制定・改廃(平成28年度） 11 日高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 管理係 平成28年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2016年度 日高 総務係 公印台帳（平成28年度） 5 日高次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 勤務時間報告書（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 出勤簿（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 休暇簿（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 欠勤届（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 振替・代休通知簿（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 勤務時間割振表（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 勤務割振変更願・宿直勤務変更願（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 時間外勤務管理簿（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 勤務しないことの承認に関する申出書（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 宿直日誌（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 財形貯蓄（平成29年度） 62 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 共済給付関係（平成29年度） 63 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 共済組合関係（平成29年度） 63 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 共済組合貸付・貯蓄関係（平成29年度） 63 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 福利・厚生（平成29年度） 64 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 非常勤職員　社会保険関係（平成29年度） 65 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 雇用保険・労災保険関係（平成29年度） 65 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 人間ドック関係（平成29年度） 66 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 健康診断関係（平成29年度） 66 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 郵便切手受払簿（平成29年度） 22 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 特殊郵便物接受簿（平成29年度） 22 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 メール便・郵便発送内訳（平成29年度） 22 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 電報関係（平成29年度） 22 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 文書処理簿（平成29年度） 21 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 身分証明書台帳（平成29年度） 21 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 贈与等報告書（平成29年度） 59 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 庶務・人事関係調査回答（平成29年度） 22 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 共催・後援名義関係（平成29年度） 25 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 出張（先方負担）（平成29年度） 27 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 生命保険（平成29年度） 30 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 検食衛生管理簿（平成29年度） 21 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度予算関係 88 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度宿舎関係 91 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度物品管理関係 92 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度給食業者出納計算書・検査成績書 93 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2017年度 日高 管理係 平成29年度旅費計算書関係 94 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度契約決議関係 97 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度契約決議関係(光熱水料) 97 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度契約決議関係(年間契約関係) 97 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度契約関係 97 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度貯水槽清掃 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度ボイラー性能検査 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度昇降機関係 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度電気工作物点検報告関係 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度ばい煙測定関係 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度プロジェクトアドベンチャー関係 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度浴場濾過装置保守関係 96 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度振込依頼書 98 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度通知関係 90 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度消防・危険物関係 101 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度謝金関係 97 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度損害保険関係 100 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度勘定科目等修正依頼書 88 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度調書関係 90 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度ボイラー日誌 102 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度警備日誌 102 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度清掃日誌 102 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度道内大学会議・所内通知等 90 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 ディスカバリー北海道 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 法人ボランティア 109 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 早寝早起き出前事業 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 幼児プログラム事業 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 ボランティアセミナー 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 ひだかちゃん家に泊まらナイト 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　親子deファミ
リーキャンプ

105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　森であそぼう 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 サイエンスフェスティバル 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　ホリデーインひだか 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 生活・自立支援キャンプ 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 HIDAKAアルティメットキャンプ 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 北海道青少年教育施設協議会 106 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 自然体験活動指導者養成研修 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 教員免許状更新講習 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 リスクマネジメントセミナー 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　運動推進事業 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度利用申込書（本館・キャンプ場） 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度利用承諾伺 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度講師室利用申込書 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度キャンセル一覧 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度宿舎割表 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度宿泊者名簿 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度確認書兼支払連絡票（退所処理済） 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度町内施設利用状況 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度調整プログラム 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度利用者アンケート意見・要望一覧 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度事故・ケガ・病気等対応記録用紙 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度調査・回答文書 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2017年度 日高 事業推進係 平成29年度広報活動計画 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度パスポート申請書 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成30年度利用希望申込書 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度サッカーフェスティバル 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度フットサルフェスティバル 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度HIDAKA DANCE CAMP 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度ミニバスケットボールクリニック 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度あそぼう！フェスティバル 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度わくわくスキー 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度親子deまるごと自然体験 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度北海道アウトドアフォーラム2017 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度Camp Café in　からまつキャンプ場 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 事業推進係 平成29年度バレーボールクリニック 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 企画指導専門職 ミクロネシア諸島自然体験交流 105 日高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 昇格・昇級関係（平成29年度） 52 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 給与・諸手当関係（平成29年度） 52 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 期末・勤勉手当（平成29年度） 52 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 寒冷地手当（平成29年度） 52 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 年末調整資料（平成29年度） 52 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 基準給与簿（平成29年度） 52 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 諸手当認定簿（平成29年度） 53 日高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度収入関係 86 日高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度収納報告書 86 日高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度水道 86 日高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成29年度） 47 日高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成29年度） 18 日高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 施設業務運営委員会（平成29年度） 18 日高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 諸会議（平成29年度） 18 日高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度車両台帳 85 日高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 労使協定関係（平29成年度） 45 日高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 人事関係（平成29年度） 44 日高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 規程の制定・改廃（平成29年度） 11 日高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度不動産関係 77 日高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 管理係 平成29年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2017年度 日高 総務係 公印台帳（平成29年度） 5 日高次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 勤務時間報告書（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 出勤簿（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 休暇簿（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 欠勤届（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 振替・代休通知簿（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 勤務時間割振表（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 勤務割振変更願・宿直勤務変更願（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 時間外勤務管理簿（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 勤務しないことの承認に関する申出書（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 宿直日誌（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 財形貯蓄（平成30年度） 62 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 共済給付関係（平成30年度） 63 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 共済組合関係（平成30年度） 63 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 共済組合貸付・貯蓄関係（平成30年度） 63 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 福利・厚生（平成30年度） 64 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 非常勤職員　社会保険関係（平成30年度） 65 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 雇用保険・労災保険関係（平成30年度） 65 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2018年度 日高 総務係 人間ドック関係（平成30年度） 66 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 健康診断関係（平成30年度） 66 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 郵便切手受払簿（平成30年度） 22 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 特殊郵便物接受簿（平成30年度） 22 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 メール便・郵便発送内訳（平成30年度） 22 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 電報関係（平成30年度） 22 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 文書処理簿（平成30年度） 21 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 身分証明書台帳（平成30年度） 21 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 贈与等報告書（平成30年度） 59 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 庶務・人事関係調査回答（平成30年度） 22 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 共催・後援名義関係（平成30年度） 25 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 出張（先方負担）（平成30年度） 27 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 生命保険（平成30年度） 30 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 検食衛生管理簿（平成30年度） 21 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度予算関係 88 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度宿舎関係 91 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度物品管理関係 92 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度給食業者出納計算書・検査成績書 93 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度旅費計算書関係 94 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度契約決議関係 97 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度契約決議関係(光熱水料) 97 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度契約決議関係(年間契約関係) 97 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度契約関係 97 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度貯水槽清掃 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度ボイラー性能検査 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度昇降機関係 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度電気工作物点検報告関係 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度ばい煙測定関係 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度プロジェクトアドベンチャー関係 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度浴場濾過装置保守関係 96 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度振込依頼書 98 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度通知関係 90 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度消防・危険物関係 101 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度謝金関係 97 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度損害保険関係 100 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度勘定科目等修正依頼書 88 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度調書関係 90 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度ボイラー日誌 102 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度警備日誌 102 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度清掃日誌 102 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度道内大学会議・所内通知等 90 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 ディスカバリー北海道 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 法人ボランティア 109 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 早寝早起き出前事業 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 幼児プログラム事業 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 ボランティアセミナー 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 ひだかちゃん家に泊まらナイト 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職
地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　親子deファミ
リーキャンプ

105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　森であそぼう 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 サイエンスフェスティバル 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　ホリデーインひだか 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 生活・自立支援キャンプ 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2018年度 日高 企画指導専門職 HIDAKAアルティメットキャンプ 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 北海道青少年教育施設協議会 106 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 自然体験活動指導者養成研修 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 教員免許状更新講習 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 リスクマネジメントセミナー 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　運動推進事業 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度利用申込書（本館・キャンプ場） 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度利用承諾伺 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度講師室利用申込書 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度キャンセル一覧 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度宿舎割表 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度宿泊者名簿 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度確認書兼支払連絡票（退所処理済） 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度町内施設利用状況 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度調整プログラム 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度利用者アンケート意見・要望一覧 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度事故・ケガ・病気等対応記録用紙 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度調査・回答文書 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度広報活動計画 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成30年度パスポート申請書 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 事業推進係 平成31年度利用希望申込書 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度サッカーフェスティバル 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度フットサルフェスティバル 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度HIDAKA DANCE CAMP 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度ミニバスケットボールクリニック 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度あそぼう！フェスティバル 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度わくわくスキー 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度親子deまるごと自然体験 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度北海道アウトドアフォーラム2018 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度Camp Café in　からまつキャンプ場 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 平成30年度バレーボールクリニック 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 ひだか感謝祭 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 企画指導専門職 アウトドアフォーラム指導法講習会 105 日高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 昇格・昇級関係（平成30年度） 52 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 給与・諸手当関係（平成30年度） 52 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 期末・勤勉手当（平成30年度） 52 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 寒冷地手当（平成30年度） 52 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 年末調整資料（平成30年度） 52 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 基準給与簿（平成30年度） 52 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 諸手当認定簿（平成30年度） 53 日高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度収入関係 86 日高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度収納報告書 86 日高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度水道 86 日高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（平成30年度） 47 日高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 自己点検・評価（平成30年度） 18 日高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 運営協議会（平成30年度） 18 日高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 諸会議（平成30年度） 18 日高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度車両台帳 85 日高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 労使協定関係（平30成年度） 45 日高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 人事関係（平成30年度） 44 日高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 規程の制定・改廃（平成30年度） 11 日高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 管理係 平成30年度不動産関係 77 日高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2018年度 日高 管理係 平成30年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2018年度 日高 総務係 公印台帳（平成30年度） 5 日高次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 自動車運転記録簿（令和元年度） 33 日高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 安全運転管理者関係（令和元年度） 33 日高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 各種証明書発行願（令和元年度） 34 日高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 勤務時間報告書（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 出勤簿（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 休暇簿（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 欠勤届（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 振替・代休通知簿（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 勤務時間割振表（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 勤務割振変更願・宿直勤務変更願（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 時間外勤務管理簿（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 勤務しないことの承認に関する申出書（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 宿直日誌（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 財形貯蓄（令和元年度） 62 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 共済給付関係（令和元年度） 63 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 共済組合関係（令和元年度） 63 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 共済組合貸付・貯蓄関係（令和元年度） 63 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 福利・厚生（令和元年度） 64 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 非常勤職員　社会保険関係（令和元年度） 65 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 雇用保険・労災保険関係（令和元年度） 65 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 人間ドック関係（令和元年度） 66 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 健康診断関係（令和元年度） 66 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 郵便切手受払簿（令和元年度） 22 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 特殊郵便物接受簿（令和元年度） 22 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 メール便・郵便発送内訳（令和元年度） 22 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 電報関係（令和元年度） 22 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 文書処理簿（令和元年度） 21 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 身分証明書台帳（令和元年度） 21 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 贈与等報告書（令和元年度） 59 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 庶務・人事関係調査回答（令和元年度） 22 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 共催・後援名義関係（令和元年度） 25 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 出張（先方負担）（令和元年度） 27 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 生命保険（令和元年度） 30 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 検食衛生管理簿（令和元年度） 21 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度予算関係 88 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度宿舎関係 91 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元度物品管理関係 92 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度旅費計算書関係 94 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度契約決議関係 97 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度契約決議関係(光熱水料) 97 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度契約関係 97 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度貯水槽清掃 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度ボイラー性能検査 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度昇降機関係 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度電気工作物点検報告関係 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度ばい煙測定関係 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度プロジェクトアドベンチャー関係 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度浴場濾過装置保守関係 96 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度振込依頼書 98 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度通知関係 90 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2019年度 日高 管理係 令和元年度消防・危険物関係 101 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度損害保険関係 100 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和年度勘定科目等修正依頼書 88 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度調書関係 90 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和年度ボイラー日誌 102 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度警備日誌 102 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度清掃日誌 102 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度道内大学会議・所内通知等 90 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　ディスカバリー北海道 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　法人ボランティア 109 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　早寝早起き出前事業 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　幼児プログラム事業 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　ボランティアセミナー 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　ひだかちゃん家に泊まらナイト 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職
令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　親
子deファミリーキャンプ

105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　森
であそぼう

105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　サイエンスフェスティバル 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　ホリデーインひだ
か

105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　生活・自立支援キャンプ 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　HIDAKAアルティメットキャンプ 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　北海道青少年教育施設協議会 106 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　自然体験活動指導者養成研修 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　教員免許状更新講習 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　リスクマネジメントセミナー 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　運動推進事業 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度利用申込書（本館・キャンプ場） 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度利用承諾伺 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度講師室利用申込書 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度キャンセル一覧 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度宿舎割表 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度宿泊者名簿 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度確認書兼支払連絡票（退所処理済） 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度町内施設利用状況 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度調整プログラム 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度利用者アンケート意見・要望一覧 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度事故・ケガ・病気等対応記録用紙 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度調査・回答文書 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度利用者数・稼働率 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度その他事業 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2020年度利用希望日申込書 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度WEB・発行物・広報 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 事業推進係 2019年度事業推進係雑件 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　サッカーフェスティバル 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　フットサルフェスティバル 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　HIDAKA DANCE CAMP 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業ミニ
バスクリニック

105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　あそぼう！フェスティバル 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職
令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　わ
くわくスキーinひだか

105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　冬休み日高スキー教室 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　親子deまるごと自然体験 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　北海道アウトドアフォーラム 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　北海道アウトドアゲーム指導法講習会（IORE） 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業バ
レーボールスキルアップセミナー

105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　日高体験感謝祭2020 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　本部提出（調査） 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　道教委提出（調査） 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　専職出張報告つづり 27 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　全国高校生体験活動顕彰制度 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 企画指導専門職 令和元年度　日高アクティブラーニング 105 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 昇格・昇級関係（令和元年度） 52 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 給与・諸手当関係（令和元年度） 52 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 期末・勤勉手当（令和元年度） 52 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 寒冷地手当（令和元年度） 52 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 年末調整資料（令和元年度） 52 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 基準給与簿（令和元年度） 52 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 諸手当認定簿（令和元年度） 53 日高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度収入関係 86 日高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度収納報告書 86 日高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度水道 86 日高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（令和元年度） 47 日高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 自己点検・評価（令和元年度） 18 日高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 運営協議会（令和元年度） 18 日高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 諸会議（令和元年度） 18 日高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度車両台帳 85 日高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 労使協定関係（令和元年度） 45 日高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 人事関係（令和元年度） 44 日高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 規程の制定・改廃（令和元年度） 11 日高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度不動産関係 77 日高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 管理係 令和元年度危機管理マニュアル 70 日高次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 公印台帳（令和元年度） 5 日高次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 国立日高青少年自然の家　運営計画 18 日高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2019年度 日高 総務係 調査関係（他係回答）（令和元年度） 22 日高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 自動車運転記録簿（令和２年度） 34 日高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 安全運転管理者関係（令和２年度） 34 日高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 各種証明書発行願（令和２年度） 35 日高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 勤務時間報告書（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 出勤簿（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 休暇簿（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 欠勤届（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 振替・代休通知簿（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 勤務時間割振表（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 勤務割振変更願・宿直勤務変更願（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 時間外勤務管理簿（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 勤務しないことの承認に関する申出書（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 宿直日誌（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 財形貯蓄（令和２年度） 63 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 共済給付関係（令和２年度） 64 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 共済組合関係（令和２年度） 64 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 共済組合貸付・貯蓄関係（令和２年度） 64 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 福利・厚生（令和２年度） 65 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 非常勤職員　社会保険関係（令和２年度） 66 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 雇用保険・労災保険関係（令和２年度） 66 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 人間ドック関係（令和２年度） 67 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 健康診断関係（令和２年度） 67 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2020年度 日高 総務係 郵便切手受払簿（令和２年度） 23 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 特殊郵便物接受簿（令和２年度） 23 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 メール便・郵便発送内訳（令和２年度） 23 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 電報関係（令和２年度） 23 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 文書処理簿（令和２年度） 22 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 身分証明書台帳（令和２年度） 22 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 贈与等報告書（令和２年度） 60 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 庶務・人事関係調査回答（令和２年度） 23 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 共催・後援名義関係（令和２年度） 26 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 出張（先方負担）（令和２年度） 28 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 生命保険（令和２年度） 31 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 検食衛生管理簿（令和２年度） 22 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 昇格・昇級関係（令和２年度） 53 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 給与・諸手当関係（令和２年度） 53 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 期末・勤勉手当（令和２年度） 53 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 寒冷地手当（令和２年度） 53 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 年末調整資料（令和２年度） 53 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 基準給与簿（令和２年度） 53 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 諸手当認定簿（令和２年度） 54 日高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（令和２年度） 48 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 自己点検・評価（令和２年度） 18 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 運営協議会（令和２年度） 18 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 諸会議（令和２年度） 18 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 労使協定関係（令和２年度） 46 日高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 人事関係（令和２年度） 45 日高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 規程の制定・改廃（令和２年度） 11 日高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 公印台帳（令和２年度） 5 日高次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 国立日高青少年自然の家　運営計画 18 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 調査関係（他係回答）（令和２年度） 23 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 総務係 令和２年度コロナウィルス感染対応 21 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 移管

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度講師室利用申込書 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度キャンセル一覧 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度宿舎割表 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度宿泊者名簿 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度確認書兼支払連絡票（退所処理済） 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 2020年度（令和２年度）町内施設利用状況 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度調整プログラム① 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度調整プログラム② 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度調整プログラム③ 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用者アンケート意見・要望一覧 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度事故・ケガ・病気等対応記録用紙 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度調査・回答文書 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度利用者数・稼働率 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 2020年度（令和２年度）利用希望日申込書 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度WEB・発行物・広報 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和２年度事業推進係雑件 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 2020年度利用承諾伺 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2020年度 日高 事業推進係 令和２年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業幼児
期の体験応援プロジェクト

107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 事業推進係 令和2年度ひだか野あそび会員 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　雪のデイキャンプチャレンジ隊 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　法人ボランティア 111 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　幼児期の体験応援プロジェクト 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　ボランティアセミナー 111 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　ＣＯ
ＬＤ　ＣＡＭＰ

107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　帯
広の森オータムフェスタ

107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和2年度　はじめて野あそびクラブ 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和2年度　野あそび匠塾 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　生活・自立支援キャンプ 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　北海道青少年教育施設協議会 108 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　ＮＥＡＬ自然体験活動指導者養成研修 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 社会教育実習 112 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　教員免許状更新講習 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和2年度　子どもゆめ基金20周年記念事業　体験活動の普及啓
発動画制作事業

104 日高次長 2021年4月1日 無期限 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」　運動推進事業 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　本部提出（調査）
道教委提出（調査）

109 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　専職回覧綴り 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　給食委員会 113 日高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　全国高校生体験活動顕彰制度 107 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 企画指導専門職 令和２年度　北海道青少年教育施設協議会 108 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度予算関係 89 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度宿舎関係 92 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２度物品管理関係 93 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度旅費計算書関係 95 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度契約決議関係 98 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度契約決議関係(光熱水料) 98 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度契約関係 98 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度貯水槽清掃 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度ボイラー性能検査 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度昇降機関係 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度電気工作物点検報告関係 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度ばい煙測定関係 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度プロジェクトアドベンチャー関係 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度浴場濾過装置保守関係 97 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度振込依頼書 99 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度通知関係 91 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度消防・危険物関係 102 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度損害保険関係 101 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度勘定科目等修正依頼書 89 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度調書関係 91 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度ボイラー日誌 103 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度警備日誌 103 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度清掃日誌 103 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度道内大学会議・所内通知等 91 日高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度収入関係 87 日高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度収納報告書 87 日高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度水道 87 日高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度車両台帳 86 日高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度不動産関係 78 日高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2020年度 日高 管理係 令和２年度危機管理マニュアル 71 日高次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2021年度 日高 総務係 自動車運転記録簿（令和３年度） 34 日高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 安全運転管理者関係（令和３年度） 34 日高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 各種証明書発行願（令和３年度） 35 日高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 勤務時間報告書（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 出勤簿（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 休暇簿（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 欠勤届（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 振替・代休通知簿（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 勤務時間割振表（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 勤務割振変更願・宿直勤務変更願（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 時間外勤務管理簿（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 勤務しないことの承認に関する申出書（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 宿直日誌（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 財形貯蓄（令和３年度） 63 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 共済給付関係（令和３年度） 64 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 共済組合関係（令和３年度） 64 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 共済組合貸付・貯蓄関係（令和３年度） 64 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 福利・厚生（令和３年度） 65 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 非常勤職員　社会保険関係（令和３年度） 66 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 雇用保険・労災保険関係（令和３年度） 66 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 人間ドック関係（令和３年度） 67 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 健康診断関係（令和３年度） 67 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 郵便切手受払簿（令和３年度） 23 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 特殊郵便物接受簿（令和３年度） 23 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 メール便・郵便発送内訳（令和３年度） 23 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 電報関係（令和３年度） 23 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 文書処理簿（令和３年度） 22 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 身分証明書台帳（令和３年度） 22 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 贈与等報告書（令和３年度） 60 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 庶務・人事関係調査回答（令和３年度） 23 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 共催・後援名義関係（令和３年度） 26 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 出張（先方負担）（令和３年度） 28 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 生命保険（令和３年度） 31 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 検食衛生管理簿（令和３年度） 22 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 昇格・昇級関係（令和３年度） 53 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 給与・諸手当関係（令和３年度） 53 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 期末・勤勉手当（令和３年度） 53 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 寒冷地手当（令和３年度） 53 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 年末調整資料（令和３年度） 53 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 基準給与簿（令和３年度） 53 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 諸手当認定簿（令和３年度） 54 日高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 非常勤職員人事・給与関係（令和３年度） 48 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 業務実績シート（令和３年度） 18 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 運営協議会（令和３年度） 18 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 諸会議（令和３年度） 18 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 労使協定関係（令和３年度） 46 日高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 人事関係（令和３年度） 45 日高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 規程の制定・改廃（令和３年度） 11 日高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 公印台帳（令和３年度） 5 日高次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 国立日高青少年自然の家　運営計画（令和３年度） 18 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 調査関係（他係回答）（令和３年度） 23 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 総務係 令和３年度コロナウィルス感染対応 21 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 移管



2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用申込書（本館・キャンプ場） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度講師室利用申込書 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度キャンセル一覧 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度宿舎割表 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度宿泊者名簿 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度確認書兼支払連絡票（退所処理済） 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 ２０２１年度（令和３年度）町内施設利用状況 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度調整プログラム 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用者アンケート意見・要望一覧 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度事故・ケガ・病気等対応記録用紙 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度調査・回答文書 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用者数・稼働率 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用希望日申込書 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度WEB・発行物・広報 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度利用承諾伺 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度物品借用届 115 日高次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度拾得物届 114 日高次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 事業推進係 令和３年度ひだか野あそび会員 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　防災キャンプ 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　法人ボランティア 111 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　幼児期の体験応援プロジェクト 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　ボランティアセミナー 111 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　帯
広オータムフェスティバル

107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　はじめて野あそびクラブ 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　野あそび匠塾 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　生活・自立支援キャンプ 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　北海道青少年教育施設協議会 108 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　ＮＥＡＬインストラクター養成事業 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　社会教育実習 112 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　教員免許状更新講習 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　子どもゆめ基金20周年記念事業 104 日高次長 2022年4月1日 無期限 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　機構本部提出（調査）
道教委提出（提出）

109 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　専職回覧綴り 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　専職出張報告綴り 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　道教委社会教育主事会関係 108 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　全国高校生体験活動顕彰制度 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　サッカーフェスティバル 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　サイエンスフェスティバル 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　フットサルフェスティバル 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　アイヌ文化はじめて体験 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　日高通学合宿 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　日高スキー体験教室 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　わくわくスキーinひだか 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　北海道子どもキャンプ大会 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄



2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　北海道体験＆読書マルシェ 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　北海道アウトドアフォーラム2021 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　北海道アウトドアネットワーク推進委員会 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度教育事業方針・実施要綱 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　ローカルSDGｓ人材育成地方セミナー 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 企画指導専門職 令和３年度　日高アドベンチャーアンケート 107 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度予算関係 89 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度宿舎関係 92 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３度物品管理関係 93 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度旅費計算書関係 87 日高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度契約決議関係 87 日高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度契約決議関係(光熱水料) 87 日高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度契約関係 98 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度法定点検関係 97 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度振込依頼書 99 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度消防・危険物関係 102 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度損害保険関係 101 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度調書関係 91 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度ボイラー日誌 103 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度警備日誌 103 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度清掃日誌 103 日高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度収入関係 87 日高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度収納報告書 87 日高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度車両台帳 86 日高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度不動産関係 78 日高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

2021年度 日高 管理係 令和３年度危機管理マニュアル 71 日高次長 2022年4月1日 常用 紙 日高事務室 日高次長 廃棄

1979年度 花山 維持管理 ボイラー設備届　一式　他 71 花山次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

1992年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成４年度 45 花山次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

1992年度 花山 人事 定数関係　昭和６２年度～平成４年度 42 花山次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

1994年度 花山 人事 専門職員関係　平成６年度 45 花山次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1995年度 花山 人事 専門職員関係　平成７年度 45 花山次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1995年度 花山 固定資産 土地賃貸借　平成７年度～ 78 花山次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1996年度 花山 人事 専門職員関係　平成８年度 45 花山次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1996年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成５年度～平成８年度 45 花山次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

1997年度 花山 人事 専門職員関係　平成９年度 45 花山次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1998年度 花山 人事 専門職員関係　平成１０年度 45 花山次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1998年度 花山 運営 押印見直し関係 5 花山次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

1999年度 花山 人事 専門職員関係　平成１１年度 45 花山次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1999年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成９年度～平成１１年度 45 花山次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1999年度 花山 人事 定数関係　平成５年度～平成１１年度 42 花山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

1999年度 花山 運営 開所２０周年記念事業 4 花山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2000年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成１２年度 45 花山次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2000年度 花山 人事 専門職員関係　平成１２年度 45 花山次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2000年度 花山 人事 定数関係　平成１２年度 42 花山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 人事 専門職員関係　平成１３年度 45 花山次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成１３年度 45 花山次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 固定資産 出資財産 71 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 固定資産 独法化に伴う諸手続き　平成１２年度～平成１３年度 3 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 固定資産 固定資産台帳（現物出資） 71 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 固定資産 固定資産台帳（無償譲与） 71 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 国有財産 独法化関係（承継財産） 71 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2001年度 花山 人事 人事記録 43 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄



2001年度 花山 運営 式典関係　平成１０年度～平成１３年度 4 花山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2002年度 花山 人事 専門職員関係　平成１４年度 45 花山次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2002年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成１４年度 45 花山次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2002年度 花山 維持管理 防火管理　平成１４年度 15 花山次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 運営 就業規則等届出関係 46 花山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 運営 独立行政法人国立少年自然の家国立花山少年自然の家　諸規則 11 花山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 人事 専門職員関係　平成１５年度 45 花山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成１５年度 45 花山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 維持管理 消防用設備等点検結果報告書　平成１５年度 15 花山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 維持管理 防火管理　平成１５年度 15 花山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 人事 財産形成貯蓄契約書・覚書 63 花山次長 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2003年度 花山 文書・広報 公印関係（公印台帳） 5 花山次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2004年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）平成１６年度 45 花山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2004年度 花山 その他 平成１６年度　人事関係諸調査 45 花山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2004年度 花山 人事 平成１６年度　人事異動関係手続・書類等 45 花山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2004年度 花山 人事 職員番号整理簿（常用） 43 花山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2005年度 花山 人事 専門職員関係　平成１７年度 45 花山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2005年度 花山 人事 任免関係（定員内職員）　平成１７年度 45 花山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2005年度 花山 その他 人事関係諸調査・通知　平成１７年度 45 花山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2005年度 花山 人事 人事異動関係手続・書類等　平成１７年度 45 花山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2005年度 花山 管理（施設） 消防署届出関係　平成１７年度 15 花山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2005年度 花山 管理（施設） 消防用設備等（特殊消防設備等）設置届出書　平成１７年度 15 花山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2006年度 花山 総務 任免関係（定員内職員）　平成１５年度～平成１８年度 45 花山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2006年度 花山 管理（施設） 消防署届出関係　平成１８年度 15 花山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2006年度 花山 管理（施設） 消防用設備等（特殊消防設備等）設置届出書　平成１８年度 15 花山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2006年度 花山 管理（施設） 特定建築物の変更届（永久保存）　平成１８年度 71 花山次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2006年度 花山 管理（施設） 特定建築物の変更届（永久保存）　平成１８年度 71 花山次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2007年度 花山 総務 任免関係（定員内職員）　平成１９年度 45 花山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2007年度 花山 管理（施設） 消防署届出関係　平成１９年度 15 花山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2007年度 花山 管理（施設） 消防用設備等（特殊消防設備等）設置届出書　平成１９年度 15 花山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2007年度 花山 総務 人事異動（採用）関係　平成１９年度 45 花山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2007年度 花山 管理（施設） 防火管理　平成１９年度 15 花山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2007年度 花山 管理（施設） 特定建築物の変更届（永久保存）　平成１９年度 71 花山次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2008年度 花山 総務 任免関係（定員内職員）　平成２０年度 45 花山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2008年度 花山 管理（施設） 消防署届出関係　平成２０年度 15 花山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2008年度 花山 管理（施設） 消防用設備等（特殊消防設備等）設置届出書　平成２０年度 15 花山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2008年度 花山 総務 人事異動（採用）関係　平成２０年度 45 花山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2008年度 花山 管理（施設） 防火管理　平成２０年度 15 花山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2008年度 花山 総務 共済組合貸付関係　平成２０年度～平成　　年度 51 花山次長 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2008年度 花山 事業推進 Ｈ２０年度「利用の手引き」改訂関係 107 花山次長 2009年4月1日 常用 未定 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2008年度 花山 管理（施設） 特定建築物の変更届（永久保存）　平成２０年度 71 花山次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2009年度 花山 総務 任免関係（定員内職員）　平成２１年度 45 花山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2009年度 花山 総務 人事異動（採用）関係　平成２１年度 45 花山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2010年度 花山 総務・管理係 人事異動（採用）関係　平成２２年度 45 花山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2010年度 花山 総務・管理係 任免関係（定員内職員）　平成２２年度 45 花山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2010年度 花山 企画指導専門職 第３1期機構ボランティア名簿 111 花山次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2010年度 花山 企画指導専門職 自然体験活動全体指導者名簿 107 花山次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2010年度 花山 企画指導専門職 事業再開記念　講演会 4 花山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2010年度 花山 企画指導専門職 事業再開記念　式典 4 花山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 花山次長 廃棄

2011年度 花山 総務・管理係 人事異動（採用）関係　平成２３年度 45 花山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2011年度 花山 総務・管理係 任免関係（定員内職員）　平成２３年度 45 花山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2012年度 花山 総務・管理係 自己点検・評価関係　平成２４年度 18 花山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄



2012年度 花山 総務・管理係
（会計担当)

特殊建築物定期報告書　平成２４年度 86 花山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2012年度 花山 総務・管理係
（会計担当)

特定建築物関連報告書等　平成２４年度 86 花山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2012年度 花山 総務・管理係 人事異動（採用）関係　平成２４年度 45 花山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2012年度 花山 総務・管理係 任免関係（定員内職員）　平成２４年度 45 花山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2013年度 花山 総務・管理係 自己点検・評価関係　平成２５年度 18 花山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2013年度 花山
総務・管理係
（会計担当)

特定建築物関連報告書等　平成25年度 86 花山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2013年度 花山 総務・管理係
（会計担当)

特殊建築物定期報告書　平成25年度 86 花山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2013年度 花山 総務・管理係 人事異動（採用）関係　平成２５年度 45 花山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2013年度 花山 総務・管理係 任免関係（定員内職員）　平成２５年度 45 花山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2014年度 花山 総務・管理係 自己点検・評価関係　平成26年度 18 花山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2014年度 花山
総務・管理係
（会計担当)

特定建築物関連報告書等　平成26年度 86 花山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2014年度 花山
総務・管理係
（会計担当)

特殊建築物定期報告書　平成26年度 86 花山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2014年度 花山 総務・管理係 人事異動（採用）関係　平成26年度 45 花山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2014年度 花山 総務・管理係 任免関係（定員内職員）　平成26年度 45 花山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 収納報告書　平成27年度 87 花山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 支払関係書類　平成27年度 87 花山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　平成27年度 87 花山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 食堂出納計算書及び月計表　平成27年度 87 花山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 厨房機器更新費収納月報　平成27年度 87 花山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　平成27年度 18 花山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 特定建築物関連報告書等　平成27年度 86 花山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 管理係 特殊建築物定期報告書　平成27年度 86 花山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 総務係 人事異動（採用）関係　平成27年度 45 花山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2015年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）　平成27年度 45 花山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 簿書庫 花山次長 廃棄

2016年度 花山 総務係 時間外勤務管理簿　平成28年 53 花山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 収納報告書　平成28年度 87 花山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 支払関係書類　平成28年度 87 花山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　平成28年度 87 花山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 食堂出納計算書及び月計表　平成28年度 87 花山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 厨房機器更新費収納月報　平成28年度 87 花山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　平成28年度 18 花山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 特定建築物関連報告書等　平成28年度 86 花山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 管理係 特殊建築物定期報告書　平成28年度 86 花山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 総務係 人事異動（採用）関係　平成28年度 45 花山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2016年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）　平成28年度 45 花山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　利用団体活動予定表 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　利用承諾伺綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 南蔵王野営場担当業務日誌　平成29年度 103 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 予算関係　平成29年度 89 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　利用申込キャンセル綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　部屋割（計画書）綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　部屋割（実績書）綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 郵便発送簿　平成29年度 22 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 一般定期健康診断・人間ドック　平成29年度 67 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　平成29年度 28 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 共済関係（共済事務・社会保険事務・その他）　平成29年度 64 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 財形書類・共済組合加入事業　平成29年度 63 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 出勤簿　平成29年 60 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 年次休暇簿　平成29年 60 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 特別休暇・病気休暇簿　平成29年 60 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸調査　平成29年度 24 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸通知　平成29年度 24 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2017年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　平成29年度　1/2 28 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　平成29年度　2/2 28 花山次長　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 旅行報告書・会議等報告書等　平成29年度 28 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 本部からの諸調査関係　平成29年度 23 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 文書処理簿（独国青花・事務連絡）　平成29年度 22 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 契約関係　平成29年度 98 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 諸調書関係　平成29年度 23 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　第1回自然体験活動事前研修会 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　第2回自然体験活動事前研修会 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　子ども環境探検隊【栗駒山麓編】 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　子ども環境探検隊【三陸ジオ編】 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職
平成29宮城県「体験の風をおこそう」運動推進委員会　花山フェス
ティバル関係

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　「はなやまんまるキャンプ」 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　地域ぐるみで体験の風をおこそう「夢・ＨＯＣＫＥＹ　in
はなやま」

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　「生活自立支援キャンプ」 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29宮城県「体験の風をおこそう」運動推進委員会　花山雪っこま
つり

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度沢活動関係「安全で充実した沢活動実施のための指導
者講習会」含む

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度沢活動計画書綴り 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職
平成29年度　カラダにｅキャンプ
　メインキャンプ、フォローアップキャンプ

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　社会教育実習 112 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習関係 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　遊んで身につく36の動きを取り入れた幼児の運動プロ
グラム

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　はなやままるごとフェスティバル 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 企画指導専門職 平成29年度　第１回冬の花山フェスティバル 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　機構本部等照会・観光統計調査綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　沢活動計画書綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　ボランティア関係綴 111 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　傷病発生調べ綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　レジャーサービス費用特約綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　広報委員会綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　第２
回花山雪合戦交流会綴

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　第1回　冬の花山フェスティバル綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　利用者名簿・利用申込確認書綴
（4～6月）

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　利用者名簿・利用申込確認書綴
（7～8月）

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　利用者名簿・利用申込確認書綴
（9～3月）

107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　学校・青少年団体等利用希望申込関係綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　学校利用希望書綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　青少年団体等利用希望書綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　南蔵王野営場利用申込書・利用承諾伺・利用承諾書綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　南蔵王野営場利用確定申込書綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　研修支援事業アンケート綴（4～8月） 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　研修支援事業アンケート綴（9～3月） 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　教育事業利用申込確認書綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 事業推進係 H29年度　リックファミリークラブ綴 107 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 給与関係　平成29年年度 53 花山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 時間外勤務管理簿　平成29年 53 花山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 収納報告書　平成29年度 87 花山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 支払関係書類　平成29年度 87 花山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　平成29年度 87 花山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 食堂出納計算書及び月計表　平成29年度 87 花山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 厨房機器更新費収納月報　平成29年度 87 花山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　平成29年度 18 花山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2017年度 花山 管理係 特定建築物関連報告書等　平成29年度 86 花山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 管理係 特殊建築物定期報告書　平成29年度 86 花山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 任免関係（非常勤職員）　平成29年度 48 花山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 人事異動（採用）関係　平成29年度 45 花山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2017年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）　平成29年度 45 花山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　利用団体活動予定表 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　利用承諾伺綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　利用申込綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 人事異動（採用）関係　平成30年度 45 花山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）　平成30年度 45 花山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 任免関係（非常勤職員）　平成30年度 48 花山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 郵便発送簿　平成29年度 22 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 一般定期健康診断・人間ドック　平成30年度 67 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　平成30年度   1/3 28 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　平成30年度   2/3 28 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　平成30年度    3/3 28 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 共済関係（共済事務・社会保険事務・その他）　平成30年度 64 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 財形書類・共済組合加入事業　平成30年度 63 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 出勤簿　平成30年 60 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 年次休暇簿　平成30年 60 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 特別休暇・病気休暇簿　平成30年 60 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸調査　平成30年度 24 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸通知　平成30年度 24 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　平成30年度　1/2 28 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　平成30年度　2/2 28 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 旅行報告書・会議等報告書等　平成30年度 28 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 文書処理簿（独国青花・事務連絡）　平成30年度 22 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 南蔵王野営場担当業務日誌　平成30年度 103 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 諸調書関係　平成30年度 23 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 予算関係　平成30年度 89 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 契約関係　平成30年度 98 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 支払関係書類　平成30年度 97 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 点検報告書関係等　平成30年度 98 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 業務日誌　平成30年度 103 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 消防関係書類　平成30年度 102 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 土地賃貸借関係等　平成30年度 98 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 職員宿舎関係　平成30年度 92 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　利用者名簿・利用申込確認書綴
（4～6月）

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係
H30年度　利用者名簿・利用申込確認書綴
（7～8月）

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　利用者名簿・利用申込確認書綴
（9～3月）

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　部屋割（計画書）綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　部屋割（実績書）綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　機構本部等照会・観光統計調査綴 109 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　沢活動計画書綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　学校・青少年団体等利用希望申込関係綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　学校利用希望書綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　青少年団体等利用希望書綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　南蔵王野営場利用申込書・利用承諾伺・利用承諾書綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　南蔵王野営場利用確定申込書綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　研修支援事業アンケート綴（4～8月） 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　研修支援事業アンケート綴（9～3月） 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　教育事業利用申込確認書綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2018年度 花山 事業推進係 H30年度　ボランティア関係綴 111 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　レジャーサービス費用特約綴 31 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　広報委員会綴 27 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　リックファミリークラブ綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 事業推進係 H30年度　子どもゆめ基金関係綴 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成29年度・30年度　共催・後援名義使用関係 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　自然体験活動利用団体説明会 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　花山小学校セカンドスクール 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職
平成30年度　花山自然体験塾
ボランティアスキルアップ研修会

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　宮城県体験の風をおこそう運動推進委員会　夢
HOCKEY　in　はなやま

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職
第39期はなやまボランティアスクール　兼　自然体験活動指導者
（NEAL)リーダー研修会

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 社会教育実習 112 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度子どもの貧困対策事業
生活自立支援キャンプ

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度教員免許状更新講習 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　沢活動関係 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　子ども環境探検隊
三陸ジオ編

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　子ども環境探検隊
栗駒山麓編

107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　自然を活用した幼児期の運動プログラム 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 企画指導専門職 平成30年度　カラダにｅキャンプ 107 花山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 時間外勤務管理簿　平成30年 53 花山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 収納報告書　平成30年度 87 花山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　平成30年度 87 花山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 管理係 食堂出納計算書及び月計表　平成30年度 87 花山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 給与関係　平成30年度 53 花山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2018年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　平成30年度 18 花山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 人事異動（採用）関係　令和１年度 45 花山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）令和１年度 45 花山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 任免関係（非常勤職員）　令和１年度 48 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 給与関係　令和１年度 53 花山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　令和１年度 18 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 郵便発送簿　令和１年度 22 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 一般定期健康診断・人間ドック　令和１年度 67 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　令和１年度 1/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　令和１年度 2/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 共済関係（共済事務・社会保険事務・その他）　令和１年度 64 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 財形書類・共済組合加入事業　令和１年度 63 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 時間外勤務管理簿　令和１年度 53 花山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 出勤簿　令和１年度 60 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 年次休暇簿　令和１年度 60 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 特別休暇・病気休暇簿　令和１年度 60 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸調査　令和１年度 24 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸通知　令和１年度 24 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　令和１年度　1/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　令和１年度　2/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 旅行報告書・会議等報告書等　令和１年度 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 文書処理簿（独国青花・事務連絡）　令和１年度 22 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 総務係 南蔵王野営場担当業務日誌　令和１年度 103 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 諸調査関係　平成31年度 23 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 予算関係　平成31年度 89 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 契約関係　平成31年度 98 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 収納報告書　平成31年度 87 花山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　平成31年度 87 花山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2019年度 花山 管理係 食堂出納計算書及び月計表　平成31年度 87 花山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 支払関係書類　平成31年度 97 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 点検報告書関係等　平成31年度 98 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 業務日誌　平成31年度 103 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 消防関係書類　平成31年度 102 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 土地賃貸借関係等　平成31年度 98 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 管理係 職員宿舎関係　平成31年度 92 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用申込キャンセル綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用団体活動予定表 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用承諾伺綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用者名簿・利用申込確認書綴（4～6月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用者名簿・利用申込確認書綴（7～8月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用者名簿・利用申込確認書綴（9～3月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度部屋割（計画書）綴 107 花山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度機構本部等照会・観光統計調査綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度沢活動計画書綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度学校・青少年団体等利用希望申込関係綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度学校利用希望書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度青少年団体・一般団体利用希望書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度南蔵王野営場利用申込書・利用承諾伺・利用承諾書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度南蔵王野営場利用確定申込書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度忘れ物帳 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度忘れ物問い合わせ簿 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度研修支援事業アンケート綴（4～8月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度研修支援事業アンケート綴（9～3月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度教育事業利用申込確認書綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度ボランティア関係綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度レジャーサービス費用特約綴 31 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度利用団体食数確認表綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度広報委員会綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度リックファミリークラブ綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 事業推進係 令和元年度食堂協議会次第及び議事要旨綴 113 花山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 2019年度　共催・後援名義使用関係 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 平成31年度　自然体験活動利用団体説明会 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　沢活動関係 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　カラダにｅキャンプ 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　子ども環境探検隊
三陸ジオパーク編

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　子ども環境探検隊
栗駒山麓ジオパーク編

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度教員免許状更新講習 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 第40期はなやまボランティアスクール兼自然体験活動指導者
（NEAL)リーダー研修会

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 2019年度　ボランティア関係 111 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 社会教育実習 112 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職
令和元年度子どもの貧困対策事業
生活自立支援キャンプ

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職
平成３１年度　「自然を活用する発達段階に応じた運動プログラム」
推進事業

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　宮城県体験の風をおこそう運動推進委員会　夢
HOCKEY　in　はなやま

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　花山小学校セカンドスクール 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職
令和元年度　通学合宿
～自然の家から学校へ行こう！～

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職
令和元年度台風１９号災害支援事業
リフレッシュキャンプin花山

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　みやぎボランティアミックスキャンプ～ＲＥＦＵＲＢＩＳＨ
～

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 2019年度　全国防災ジュニアリーダー育成合宿東北 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2019年度 花山 企画指導専門職 令和元年度　利用申込綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 人事異動（採用）関係　令和2年度 45 花山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2020年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）令和2年度 45 花山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 任免関係（非常勤職員）　令和2年度 48 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 給与関係　令和2年度 53 花山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　令和2年度 19 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 郵便発送簿　令和2年度 22 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 一般定期健康診断・人間ドック　令和2年度 67 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　令和2年度 1/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　令和2年度 2/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 共済関係（共済事務・社会保険事務・その他）　令和2年度 64 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 財形書類・共済組合加入事業　令和2年度 63 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 時間外勤務管理簿　令和2年度 53 花山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 出勤簿　令和2年度 60 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 年次休暇簿　令和2年度 60 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 特別休暇・病気休暇簿　令和2年度 60 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸調査　令和2年度 24 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 法人本部・本省（スポーツ・青少年局）からの諸通知　令和2年度 24 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　令和2年度　1/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　令和2年度　2/2 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 旅行報告書・会議等報告書等　令和2年度 28 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 文書処理簿（独国青花・事務連絡）　令和2年度 22 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 総務係 南蔵王野営場担当業務日誌　令和2年度 103 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 諸調査関係　令和2年度 23 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 予算関係　令和2年度 89 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 契約関係　令和2年度 98 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 収納報告書　令和2年度 87 花山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　令和2年度 87 花山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 食堂出納計算書及び月計表　令和2年度 87 花山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 支払関係書類　令和2年度 97 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 点検報告書関係等　令和2年度 98 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 業務日誌　令和2年度 103 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 消防関係書類　令和2年度 102 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 土地賃貸借関係等　令和2年度 98 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 管理係 職員宿舎関係　令和2年度 92 花山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用申込キャンセル綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用団体活動予定表 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用承諾伺綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用者名簿・利用申込確認書綴（4～6月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用者名簿・利用申込確認書綴（7～8月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用者名簿・利用申込確認書綴（9～3月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度部屋割（計画書）綴 107 花山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度機構本部等照会・観光統計調査綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度沢活動計画書綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度学校・青少年団体等利用希望申込関係綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度学校利用希望書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度青少年団体・一般団体利用希望書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度南蔵王野営場利用申込書・利用承諾伺・利用承諾書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度南蔵王野営場利用確定申込書綴 107 花山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度忘れ物帳 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度忘れ物問い合わせ簿 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度研修支援事業アンケート綴（4～8月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度研修支援事業アンケート綴（9～3月） 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度教育事業利用申込確認書綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2020年度 花山 事業推進係 令和2年度ボランティア関係綴 111 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度レジャーサービス費用特約綴 31 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度利用団体食数確認表綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度広報委員会綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度リックファミリークラブ綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 事業推進係 令和2年度食堂協議会次第及び議事要旨綴 113 花山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 2020年度　共催・後援名義使用関係 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　自然体験活動利用団体説明会 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　沢活動関係 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　カラダにｅキャンプ 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職
令和2年度　子ども環境探検隊
三陸ジオパーク編

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職
令和2年度　子ども環境探検隊
栗駒山麓ジオパーク編

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度教員免許状更新講習 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 第4１期はなやまボランティアスクール兼自然体験活動指導者
（NEAL)リーダー研修会

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 2020年度　ボランティア関係 111 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 社会教育実習 112 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度子どもの貧困対策事業
生活自立支援キャンプ

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　「自然を活用する発達段階に応じた運動プログラム」推
進事業

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職
令和2年度　宮城県体験の風をおこそう運動推進委員会　夢
HOCKEY　in　はなやま

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　花山小学校セカンドスクール 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　通学合宿
～自然の家から学校へ行こう！～

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度台風１９号災害支援事業
リフレッシュキャンプin花山

107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　みやぎボランティアミックスキャンプ～ＲＥＦＵＲＢＩＳＨ～ 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 2020年度　全国防災ジュニアリーダー育成合宿東北 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2020年度 花山 企画指導専門職 令和2年度　利用申込綴 107 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 人事関係　令和3年度 45 花山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 任免関係（定員内職員）令和3年度 45 花山次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 任免関係（非常勤職員）　令和3年度 48 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 自己点検・評価関係　令和3年度 18 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 表彰 49 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 給与関係　令和3年度 53 花山次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 時間外勤務管理簿　令和3年度 53 花山次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 文書発送簿　令和3年度 22 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 一般定期健康診断・人間ドック　令和3年度 67 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　令和3年度 1/2 28 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 会議・研修会・説明会・講習会（派遣関係含む）　令和3年度 2/2 28 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 共済関係（共済事務・社会保険事務・その他）　令和3年度 64 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 財形書類・共済組合加入事業　令和3年度 63 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 出勤簿　令和3年度 60 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 年次休暇簿　令和3年度 60 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 特別休暇・病気休暇簿　令和3年度 60 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 本部・文部科学省諸調査　令和3年度 24 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 本部・文部科学省諸通知　令和3年度 24 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　令和3年度　1/2 28 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 旅行依頼簿・旅行命令簿　令和3年度　2/2 28 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 旅行報告書・会議等報告書等　令和3年度 28 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 文書受付簿　令和3年度 22 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 南蔵王野営場担当業務日誌　令和3年度 103 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 講師室利用申込書 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 週休日の振替簿 60 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 勤務しないことの承認に関する申出書 60 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 宿直の交代簿 37 花山次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2021年度 花山 総務係 雇用保険・労働保険 66 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 花山地区＆栗原市関係綴り 23 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 パソコン関係 16 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 各種諸調査・依頼等 23 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 総務係 事務連絡会　令和3年度 38 花山次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 諸調査関係　令和3年度 23 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 予算関係　令和3年度 89 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 契約関係　令和3年度 98 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 収納報告書　令和3年度 87 花山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 料金徴収確認日報　令和3年度 87 花山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 支払関係書類　令和3年度 97 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 点検報告書関係等　令和3年度 98 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 業務日誌　令和3年度 103 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 消防関係書類　令和3年度 102 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 土地賃貸借関係等　令和3年度 98 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 管理係 職員宿舎関係　令和3年度 92 花山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用申込キャンセル綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度事業推進係雑件綴 114 花山次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用団体活動予定表 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用承諾伺綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用者名簿・利用申込確認書綴
（4～6月）

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用者名簿・利用申込確認書綴
（7～8月）

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用者名簿・利用申込確認書綴
（9～3月）

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度部屋割（計画書）綴 107 花山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度機構本部等照会綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和３年度　観光統計調査・その他調査綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度沢活動計画書綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度学校利用希望書綴 107 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度青少年団体・一般団体利用希望書綴 107 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度南蔵王野営場利用申込書・利用承諾伺・利用承諾書綴 107 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度南蔵王野営場利用確定申込書綴 107 花山次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度忘れ物帳 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度忘れ物問い合わせ簿 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度研修支援事業アンケート綴（4～8月） 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度研修支援事業アンケート綴（9～3月） 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度ボランティア関係綴 111 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度レジャーサービス費用特約綴 31 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用団体食数確認表綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度利用の手引き関係 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度リックファミリークラブ綴 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和3年度食堂協議会次第及び議事要旨綴 113 花山次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和３年度　礼状等 24 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係
令和３年度宮城県「体験の風をおこそう」運動推進委員会雪合戦交
流会

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係
令和３年度宮城県「体験の風をおこそう」運動推進委員会秋の花山
フェスティバル

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 事業推進係 令和３年度宮城県「体験の風をおこそう」運動推進委員会冬の花山
フェスティバル

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 2021年度　共催・後援名義使用関係 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　自然体験活動利用団体説明会 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　沢活動関係 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　カラダにｅキャンプ 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　子ども環境探検隊
三陸ジオパーク編

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職
令和3年度　子ども環境探検隊
栗駒山麓ジオパーク編

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度教員免許状更新講習 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄



2021年度 花山 企画指導専門職 第42期はなやまボランティアスクール　兼　自然体験活動指導者
（NEAL)リーダー研修会

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 2021年度　ボランティア関係 111 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 社会教育実習 112 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度子どもの貧困対策事業
生活自立支援キャンプ

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　「自然を活用する発達段階に応じた運動プログラム」推
進事業

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職
令和3年度　宮城県体験の風をおこそう運動推進委員会　夢
HOCKEY　in　はなやま

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　花山小学校セカンドスクール 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　通学合宿
～自然の家から学校へ行こう！～

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職
令和3年度台風１９号災害支援事業
リフレッシュキャンプin花山

107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　みやぎボランティアミックスキャンプ～ＲＥＦＵＲＢＩＳＨ～ 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 2021年度　全国防災ジュニアリーダー育成合宿東北 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　利用申込綴　No.1～No.5 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　はなやま防災キャンプ 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

2021年度 花山 企画指導専門職 令和3年度　はなやままんきつキャンプ 107 花山次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 花山次長 廃棄

1977年度 那須甲子 運営 事業開始式関係　昭和５２年度 4 那須甲子次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子総務倉庫 那須甲子次長 廃棄

1978年度 那須甲子 運営 開所式関係　昭和５３年度 4 那須甲子次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子総務倉庫 那須甲子次長 廃棄

1987年度 那須甲子 運営 開所１０周年関係　昭和６２年 4 那須甲子次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子総務倉庫 那須甲子次長 廃棄

1988年度 那須甲子 運営 １５０万人達成記念式典 4 那須甲子次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1990年度 那須甲子 人事 人事記録 42 那須甲子次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1993年度 那須甲子 運営 ２００万人達成記念式典 4 那須甲子次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1994年度 那須甲子 工事 ボイラー改修その他工事一式・完成図書関係 71 那須甲子次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

1994年度 那須甲子 工事 ボイラー改修その他工事一式・工事記録 71 那須甲子次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

1996年度 那須甲子 国有財産 公務員宿舎関係　平成４年度～平成８年度 77 那須甲子次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

1996年度 那須甲子 維持管理 土地借入関係　平成４年度～平成８年度 77 那須甲子次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

1997年度 那須甲子 維持管理 無線局免許申請関係　昭和６１年度、昭和６３年度、平成２年度、平
成４年度～平成５年度、平成７年度、平成９年度

15 那須甲子次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1997年度 那須甲子 運営 ２０周年　記念事業 4 那須甲子次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1997年度 那須甲子 運営 ２５０万人達成記念式典 4 那須甲子次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1997年度 那須甲子 運営 開所２０周年関係　平成９年度 4 那須甲子次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子総務倉庫 那須甲子次長 廃棄

2000年度 那須甲子 国有財産 承継財産手続関係 77 那須甲子次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2000年度 那須甲子 維持管理 無線局免許申請関係　平成１１年度～平成１２年度 15 那須甲子次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2000年度 那須甲子 運営 環境学習棟竣工式関係綴　平成１２年度 4 那須甲子次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子総務倉庫 那須甲子次長 廃棄

2000年度 那須甲子 工事 少年自然の家本部棟新営工事一式・完成図書関係 71 那須甲子次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2000年度 那須甲子 工事 少年自然の家本部棟新営工事一式・工事記録 71 那須甲子次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 運営 文書処理規程 11 那須甲子次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 固定資産 固定資産管理プレート 77 那須甲子次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 固定資産 固定資産台帳 77 那須甲子次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 国有財産 宿舎現況記録 77 那須甲子次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 国有財産 無料宿舎貸与該当職員指定書　昭和５７年度～平成１３年度 77 那須甲子次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 工事 宿泊棟Ａ棟改修工事一式・完成図書 71 那須甲子次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 工事 宿泊棟Ｂ・Ｃ棟改修工事一式・完成図書 71 那須甲子次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 工事 那須ロッジ改修工事一式・完成図書関係 71 那須甲子次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2001年度 那須甲子 工事 那須ロッジ改修工事一式・工事記録 71 那須甲子次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2002年度 那須甲子 運営 規程等の制定・改正綴　平成１３年度～ 11 那須甲子次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2002年度 那須甲子 運営 諸規程の制定等 11 那須甲子次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2002年度 那須甲子 国有財産 公務員宿舎関係　平成９年度～ 77 那須甲子次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2002年度 那須甲子 維持管理 土地借入関係　平成９年度～ 77 那須甲子次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 那須甲子管理倉庫 那須甲子次長 廃棄

2002年度 那須甲子 維持管理 無線局免許申請関係　平成１４年度～ 15 那須甲子次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2002年度 那須甲子 国有財産 無料宿舎貸与該当職員指定書　平成１４年度～ 77 那須甲子次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2003年度 那須甲子 人事 労働災害関係　平成１３年度～ 15 那須甲子次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2003年度 那須甲子 維持管理 防火管理　平成４年度～ 15 那須甲子次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　共済組合関係 50 那須甲子次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　個人情報関係綴 20 那須甲子次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　「新しい公共」型の管理運営等綴 18 那須甲子次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　規則・規程関係 11 那須甲子次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　法人文書ファイル管理関係 12 那須甲子次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　職員の人事関係 42 那須甲子次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2012年度 那須甲子 総務・管理係 平成24年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　共済組合関係 50 那須甲子次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　個人情報関係綴 20 那須甲子次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　「新しい公共」型の管理運営等綴 18 那須甲子次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　収納報告書 81 那須甲子次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　法人文書ファイル管理関係 12 那須甲子次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　職員の人事関係 42 那須甲子次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2013年度 那須甲子 総務・管理係 平成25年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　共済組合関係 50 那須甲子次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　個人情報関係綴 20 那須甲子次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　「新しい公共」型の管理運営等綴 18 那須甲子次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　収納報告書 81 那須甲子次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　法人文書ファイル管理関係 12 那須甲子次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　職員の人事関係 42 那須甲子次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2014年度 那須甲子 総務・管理係 平成26年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　個人情報関係綴 20 那須甲子次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　「新しい公共」型の管理運営等綴 18 那須甲子次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　収納報告書 81 那須甲子次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　法人文書ファイル管理関係 12 那須甲子次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　職員の人事関係 42 那須甲子次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2015年度 那須甲子 総務・管理係 平成27年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　基準給与簿 52 那須甲子次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　個人情報関係綴 20 那須甲子次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　「新しい公共」型の管理運営等綴 18 那須甲子次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　収納報告書 81 那須甲子次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　法人文書ファイル管理関係 12 那須甲子次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　職員の人事関係 42 那須甲子次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2016年度 那須甲子 総務・管理係 平成28年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　雇用保険関係 65 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　職員の人事関係 54 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　A　証拠書類Ⅰ 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　A　証拠書類Ⅱ 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　A　証拠書類Ⅲ 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　B　証拠書類（謝金・旅費） 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　B　証拠書類（ETC） 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　C　証拠書類（年間契約） 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　D　証拠書類（年間契約）業務委託 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　E　証拠書類（公共料金）水道料・電話料・後納郵便料 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　E　証拠書類（公共料金）電気料 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係
平成２９年度　F　証拠書類（年間契約）ガス・灯油・ガソリン・軽油・重
油

97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　G　証拠書類（図書・新聞等） 97 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　予算要求関係綴 88 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　私費請求書原議書 88 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　報告書綴 22 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　雑件綴Ⅰ 21 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　雑件綴Ⅱ 21 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　雑件綴Ⅲ 21 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　旅費関係（講師・ボランティア） 28 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　旅費関係（那須甲子職員のみ） 27 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　宿直日誌綴 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　宿日直・勤務割振綴 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　本部からの通知書等綴 22 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　ボイラー業務報告書 102 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　支払依頼書及び送付簿 96 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 銀行振込依頼書 22 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　給水ポンプ運転保守業務に関する点検報告書 101 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度業務実績シート関係綴 22 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　郵便物発送簿 21 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 後納郵便物取扱票控綴　後納郵便差出票綴 21 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年　年次・特別休暇簿 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年　出勤簿綴 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　休日の振替簿綴 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　代休指定簿綴 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　時間外勤務等理由書 59 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　本部に関するもの（照会・回答・通知・依頼・報告・届
出）

22 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 支払料金徴収日報 102 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　地域力向上事業まるごとふくしま冒険キャン
プ

105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度　まるごとふくしま冒険キャンプ　事前調査カード・健康・
保険関係

105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度　教育臨床のための大学連携会議 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度その他事業　社会教育実習・インターンシップ実習等 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　なすかしの森チャレンジスクール 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 新しい公共型運営協議会　特別事業　サイエンスキャンプ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度教育事業　なすかしの森セカンドスクール 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度　教員免許状更新講習 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度　体験活動推進員養成講座 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度　研修指導員関係 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成２９年度　なすかしの森わくわくサタデー 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職
子供を支援する青年ボランティア養成研修　NEAL養成事業リーダー
編含む

105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 企画指導専門職 平成29年度　なすかしの森　事前利用説明会 150 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 文書綴（照会・回答）四半期実績、半期分析、アンケート集計、その
他

105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 事業推進係雑件綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 H２９年度　研修指導員実施報告書 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 H２９年度　研修指導員派遣依頼書 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度　研修支援アンケート 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度　保健室利用票・専門医受診綴り 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度利用団体票４月～６月 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度利用団体票６月～７月 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度利用団体票８月～９月 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度利用団体票１０月～３月 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴４/１～５/１３ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴５/１４～６/１７ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴６/１８～７/１４ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴７/１５～８/２ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴８/３～８/１６ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴８/１７～９/１０ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴９/１１～１０/４ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１０/５～１２/３１ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１/１～２/１１ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴２/１２～３/３１ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 活動場所調整用紙綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度利用希望取り消し団体綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 子ども運動広場 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴４月～９月 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴１０月～３月 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 部屋割り綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　次年度調整綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　利用申込等受付簿 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　子ども夢基金説明会綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　出前事業関係事業Ⅰ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　出前事業関係事業Ⅱ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　出前事業関係事業Ⅲ 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　元気キッズキャラバン申込綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　宿泊証明書綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　領収証発行依頼綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　物品借用願綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　寝具類汚損届綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 事業推進係 平成29年度　物品紛失・破損綴 105 那須甲子次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　時間外勤務管理簿 49 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　基準給与簿 49 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　個人情報関係綴り 20 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　「新しい公共」関係綴 18 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　出納報告書綴 81 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成29年度　収納報告書綴 81 那須甲子次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2017年度 那須甲子 総務・管理係 平成２９年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　宿直日誌綴 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　雇用保険関係 65 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　A　証拠書類Ⅰ 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　A　証拠書類Ⅱ 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　A　証拠書類Ⅲ 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　A　証拠書類Ⅳ 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　B　証拠書類（謝金・旅費） 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　B　証拠書類（ETC） 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　C　証拠書類（年間契約） 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　D　証拠書類（年間契約）業務委託 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　E　証拠書類（公共料金）水道料・電話料・後納郵便料 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　E　証拠書類（公共料金）電気料 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　F　証拠書類（年間契約）ガス・灯油・ガソリン・軽油・重
油

97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　G　証拠書類（図書・新聞等） 97 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　予算要求関係綴 88 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　私費請求書原議書 88 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　報告書綴 22 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　雑件綴Ⅰ 21 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　雑件綴Ⅱ 21 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　雑件綴Ⅲ 21 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　旅費関係（講師・ボランティア） 28 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　旅費関係（那須甲子職員のみ） 27 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　宿日直・勤務割振綴 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　本部からの通知書等綴 22 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　ボイラー業務報告書 102 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　支払依頼書及び送付簿 96 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 銀行振込依頼書 22 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　給水ポンプ運転保守業務に関する点検報告書 101 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度業務実績シート関係綴 22 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　郵便物発送簿 21 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 後納郵便物取扱票控綴　後納郵便差出票綴 21 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年　年次・特別休暇簿 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年　出勤簿綴 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　休日の振替簿綴 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　代休指定簿綴 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　時間外勤務等理由書 59 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 支払料金徴収日報 102 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度教育事業　なすかしの森セカンドスクール 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　教員免許状更新講習 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　研修指導員関係 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　なすかしの森　事前利用説明会 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　なすかしの森　ボランティア養成研修 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　執筆関係（シナプス・教育ジャーナルなど） 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　教育事業　なすかしの森　チャレンジキャンプ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 企画指導専門職 平成３０年度　大学と国立那須甲子青少年自然の家との連携促進
会議

105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 文書綴（照会・回答）四半期実績、半期分析、アンケート集計、その
他

105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 事業推進係雑件綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 H３０年度　研修指導員実施報告書 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 H３０年度　研修指導員派遣依頼書 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　研修支援アンケート 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　保健室利用票・専門医受診綴り 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度利用団体票４月～６月 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度利用団体票６月～７月 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度利用団体票８月～９月 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度利用団体票１０月～３月 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴４/１～５/１３ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴５/１４～６/１７ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴６/１８～７/１４ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴７/１５～８/２ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴８/３～８/１６ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴８/１７～９/１０ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴９/１１～１０/４ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１０/５～１２/３１ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１/１～２/１１ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴２/１２～３/３１ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 活動場所調整用紙綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成２９年度利用希望取り消し団体綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 子ども運動広場 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴４月～９月 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴１０月～３月 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 部屋割り綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　次年度調整綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　利用申込等受付簿 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　子ども夢基金説明会綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　出前事業関係事業Ⅰ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　出前事業関係事業Ⅱ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　出前事業関係事業Ⅲ 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　宿泊証明書綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　物品借用願綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　寝具類汚損届綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 事業推進係 平成３０年度　物品紛失・破損綴 105 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　時間外勤務管理簿 49 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　証明書関係綴り 34 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　西郷村関係文書綴 22 那須甲子次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　基準給与簿 49 那須甲子次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　個人情報関係綴り 20 那須甲子次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　「新しい公共」型運営協議会関係綴 18 那須甲子次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　施設業務運営委員会関係綴 18 那須甲子次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　出納報告書綴 81 那須甲子次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　収納報告書綴 81 那須甲子次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 法人文書ファイル管理関係綴 12 那須甲子次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　職員の人事関係 54 那須甲子次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2018年度 那須甲子 総務・管理係 平成30年度　叙勲関係綴 42 那須甲子次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 法人文書ファイル管理関係綴 12 那須甲子次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　会議関係綴 18 那須甲子次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　「新しい公共」型運営協議会関係綴 18 那須甲子次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　個人情報関係綴り 20 那須甲子次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　雑件綴Ⅰ 21 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　雑件綴Ⅱ 21 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　雑件綴Ⅲ 21 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　郵便物発送簿 21 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 後納郵便物取扱票控綴　後納郵便差出票綴 21 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係
平成31年度　本部に関するもの（照会・回答・通知・依頼・報告・届
出）

22 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　本部からの通知書等綴 22 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成３１年度　銀行振込依頼書 22 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度業務実績シート関係綴 22 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　西郷村関係文書綴 22 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　旅費関係（那須甲子職員のみ） 27 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　旅費関係（講師・ボランティア） 28 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　公印使用簿 32 那須甲子次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　証明書関係綴り 34 那須甲子次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　時間外勤務管理簿Ⅰ 49 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　時間外勤務管理簿Ⅱ 49 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　基準給与簿 49 那須甲子次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　職員の人事関係 54 那須甲子次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　宿直日誌綴 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　宿日直・勤務割振綴 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年　年次・特別休暇簿 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年　出勤簿綴 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　休日の振替簿綴 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　代休指定簿綴 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　時間外勤務等理由書 59 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　雇用保険関係 65 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　職員研修の講師依頼関係綴 68 那須甲子次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　職員研修等関係綴 68 那須甲子次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　出納報告書綴 81 那須甲子次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　収納報告書綴 81 那須甲子次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　予算要求関係綴 88 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　私費請求書原議書 88 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　支払依頼書及び送付簿 96 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　A　証拠書類Ⅰ 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　A　証拠書類Ⅱ 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　A　証拠書類Ⅲ 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　A　証拠書類Ⅳ 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　B　証拠書類（謝金・旅費） 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　B　証拠書類（ETC） 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　C　証拠書類（年間契約） 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　D　証拠書類（年間契約）業務委託 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　E　証拠書類（公共料金）水道料・電話料・後納郵便料 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　E　証拠書類（公共料金）電気料 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　F　証拠書類（年間契約）ガス・灯油・ガソリン・軽油・重
油

97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　G　証拠書類（図書・新聞等） 97 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　給水ポンプ運転保守業務に関する点検報告書 101 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成31年度　ボイラー業務報告書 102 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 総務・管理係 平成３１年度　支払料金徴収日報 102 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 事業推進係雑件綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　研修指導員実施報告書 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　研修指導員派遣依頼書 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　研修支援アンケート 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　傷病記録 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度利用団体票４月～６月 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度利用団体票７月～８月 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度利用団体票９月～１０月 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度利用団体票１１月～３月 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴４/１～５/２０ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴５/２１～６/１８ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴６/１９～７/２１ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴７/２２～８/５ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴８/６～８/１７ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴８/１８～９/７ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴９/８～９/３０ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１０/１～１２/１４ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１２/１５～１/２６ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2019年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴１/２７～３/３１ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 活動場所調整用紙綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　利用希望取り消し団体綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 子ども運動広場 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴４月～９月 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴１０月～３月 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 部屋割り綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　次年度調整綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　利用申込等受付簿 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　子ども夢基金説明会綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　出前事業関係事業 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　宿泊証明書綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　物品借用願綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　寝具類汚損届綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 事業推進係 令和元年度　物品紛失・破損綴 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　研修指導員関係 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　執筆関係（シナプス・教育ジャーナルなど） 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　法人ボランティアコーディネーター業務 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　社会教育実習関係 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　度教育事業　なすかしの森セカンドスクール 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　教育事業　なすかしの森　９ＤＡＹＳキャンプ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　教育事業　なすかしの森　のびのびキッズ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　教育事業　なすかしの森　ファミリーチャレンジ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかしの森　１００％鮮度体験キャンプ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかしの森　バトミントンセミナー体験教室 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかしの森　ボランティア養成研修 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　教育事業　ＮＥＡＬリーダー 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　教育事業　なすかしの森　パパ育キャンプ 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかしの森　ボランティア養成研修 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかしの森　体験活動スキルアップセミナー 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　教員免許状更新講習 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかしの森　事前利用相談会 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2019年度 那須甲子 企画指導専門職 令和元年度　なすかし元気ッズキャラバン隊 105 那須甲子次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 法人文書ファイル管理関係綴 12 那須甲子次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　会議関係綴 21 那須甲子次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　「新しい公共」型運営協議会関係綴 18 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　個人情報関係綴り 20 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　雑件綴Ⅰ 21 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　雑件綴Ⅱ 21 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　雑件綴Ⅲ 21 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　郵便物発送簿 21 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 後納郵便物取扱票控綴　後納郵便差出票綴 21 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　本部に関するもの（照会・回答・通知・依頼・報告・届出） 22 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　各種回答 22 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　本部からの通知書等綴 22 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　銀行振込依頼書 22 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度業務実績シート関係綴 22 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　西郷村関係文書綴 22 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　旅費関係（那須甲子職員のみ） 27 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　旅費関係（講師・ボランティア） 28 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　公印使用簿 32 那須甲子次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　証明書関係綴り 34 那須甲子次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　叙勲関係 42 那須甲子次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 割愛文書綴り 42 那須甲子次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　時間外勤務管理簿Ⅰ 49 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　時間外勤務管理簿Ⅱ 49 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　基準給与簿 49 那須甲子次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　職員の給与、諸手当関係 52 那須甲子次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　職員の人事関係 54 那須甲子次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　宿直日誌綴 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　検食簿 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　宿日直・勤務割振綴 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　年次・特別休暇簿 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　出勤簿綴 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　休日の振替簿綴 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　代休指定簿綴 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　宿直勤務交代綴 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　勤務しない事の承認に関する申出書 59 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 共済組合関係 63 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　雇用保険関係 65 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　職員研修の講師依頼兼業関係綴 68 那須甲子次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　職員研修等関係綴 68 那須甲子次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　出納報告書綴 81 那須甲子次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　収納報告書綴 81 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　予算要求関係綴 88 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　私費請求書原議書 88 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　支払依頼書及び送付簿 96 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　A　証拠書類Ⅰ 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　A　証拠書類Ⅱ 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　A　証拠書類Ⅲ 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　A　証拠書類Ⅳ 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　B　証拠書類（謝金・旅費） 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　B　証拠書類（ETC） 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　C　証拠書類（年間契約） 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　D　証拠書類（年間契約）業務委託 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　E　証拠書類（公共料金）水道料・電話料・後納郵便料 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　E　証拠書類（公共料金）電気料 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　F　証拠書類（年間契約）ガス・灯油・ガソリン・軽油・重
油

97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　G　証拠書類（図書・新聞等） 97 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　給水ポンプ運転保守業務に関する点検報告書 101 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　ボイラー業務報告書 102 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 総務・管理係 警備業務日報 102 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　研修指導員委嘱状交付　フォローアップ研修関係 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　執筆関係（シナプス・教育ジャーナルなど） 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　法人ボランティアコーディネーター業務 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　社会教育実習関係 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　度教育事業　なすかしの森セカンドスクール 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　教育事業　なすかしの森　ファミリーチャレンジ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　なすかしの森　１００％鮮度体験キャンプ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　なすかしの森　ボランティア養成研修　ＮＥＡＬリーダー
養成研修

105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　なすかしの森　体験活動スキルアップセミナー 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　教員免許状更新講習 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　スペシャルニーズ開発プロジェクト 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 全国体験活動顕彰制度地域探究プログラム 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 令和2年度　ワンダーキッズキャンプ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 企画指導専門職 TWUNE/菊地常利　ふくしまハッピーライブ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 事業推進係雑件綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　研修指導員実施報告書 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　研修指導員派遣依頼書 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　研修支援アンケート 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　傷病記録 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度利用団体票４月～１２月 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴４/１～９/１７ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴９/１８～３/３１ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 活動場所調整用紙綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　利用希望取り消し団体綴
４月～７月

105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係
令和２年度　利用希望取り消し団体綴
８月・９月

105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　利用希望取り消し団体綴
１０月～３月

105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 子ども運動広場使用申請書綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴４月～３月 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 部屋割り綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　次年度調整綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　利用申込等受付簿 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　子ども夢基金説明会綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　出前事業関係事業 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　宿泊証明書綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　物品借用願綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　寝具類汚損届綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　物品紛失・破損綴 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　感染症関係提出書類
同意書

105 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　感染症関係提出書類
6月～10/18健康チェックシート

105 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　感染症関係提出書類
10/19～3/31健康チェックシート

105 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　感染症関係提出書類
宿泊消毒・研修室清掃消毒チェックシート

105 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　新型コロナウイルス関連 113 那須甲子次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 移管

2020年度 那須甲子 事業推進係 令和２年度　なすかしメンバーズクラブ 105 那須甲子次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　規則・規程関係綴 11 那須甲子次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 法人文書ファイル管理関係綴 12 那須甲子次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　会議関係綴 21 那須甲子次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　運営協議会関係綴 18 那須甲子次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　雑件綴Ⅰ 21 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　雑件綴Ⅱ 21 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　雑件綴Ⅲ 21 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　雑件綴（大学広報誌） 21 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 後納郵便物取扱票控綴　後納郵便差出票綴 21 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　本部に関するもの（照会・回答・通知・依頼・報告・届出） 22 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　各種回答 22 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　本部関係文書等綴 22 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　銀行振込依頼書 22 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度業務実績シート関係綴 22 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　西郷村関係文書綴 22 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　旅費関係（那須甲子職員のみ） 27 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　旅費関係（講師・ボランティア） 28 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　公印使用簿 32 那須甲子次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　証明書関係綴 34 那須甲子次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　叙勲関係 42 那須甲子次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 割愛文書綴 42 那須甲子次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　非常勤職員の人事関係 47 那須甲子次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　時間外勤務管理簿Ⅰ 49 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　時間外勤務管理簿Ⅱ 49 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　基準給与簿 49 那須甲子次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　職員の給与、諸手当関係 52 那須甲子次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　職員の人事関係 54 那須甲子次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　宿直日誌綴 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　検食簿 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　宿日直・勤務割振綴 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　年次・特別休暇簿 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　出勤簿綴 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　休日の振替簿綴 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　代休指定簿綴 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　宿直勤務交代綴 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　勤務しない事の承認に関する申出書 59 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 共済組合関係 63 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　雇用保険関係 65 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　職員の講師依頼兼業関係綴 68 那須甲子次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　職員研修等関係 68 那須甲子次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　出納報告書綴 81 那須甲子次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　収納報告書綴 81 那須甲子次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和2年度　予算要求関係綴 88 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　私費請求書原議書 88 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　支払依頼書及び送付簿 96 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　A　証拠書類Ⅰ 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　A　証拠書類Ⅱ 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　A　証拠書類Ⅲ 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　A　証拠書類Ⅳ 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　B　証拠書類（謝金・旅費） 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　B　証拠書類（ETC） 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　C　証拠書類（年間契約） 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　D　証拠書類（年間契約）業務委託 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　E　証拠書類（公共料金）水道料・電話料・後納郵便料 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　E　証拠書類（公共料金）電気料 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　F　証拠書類（年間契約）ガス・灯油・ガソリン・軽油・重
油

97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　G　証拠書類（図書・新聞等） 97 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　給水ポンプ運転保守業務に関する点検報告書 101 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 令和3年度　ボイラー業務報告書 102 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 警備業務日報 102 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 総務・管理係 清掃業務日報 102 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　法人ボランティアコーディネーター業務 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　社会教育実習関係 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　セカンドスクール 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　ファミリーチャレンジ 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　なすかしの森　１００％鮮度体験キャンプ 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職
令和3年度　なすかしの森　ボランティア養成研修　ＮＥＡＬリーダー
養成研修

105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　ＮＥＡＬリーダー養成研修 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　スペシャルニーズ開発プロジェクト 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　全国体験活動顕彰制度地域探究プログラム 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　ウィークエンドな森あそび 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄



2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　東武鉄道連携事業 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　保育者・指導者のための体験会 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　防災・減災プログラム開発 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 企画指導専門職 令和3年度　なすかしの森　体験フェスティバル 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 事業推進係雑件綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　研修指導員実施報告書 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　研修指導員派遣依頼書 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　研修支援アンケート 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　傷病記録 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度利用団体票 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 利用団体申込書綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 活動場所調整用紙綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　利用希望取り消し団体綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 子ども運動広場使用申請書綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 調整プログラム綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 部屋割り綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　次年度調整綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　利用申込等受付簿 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　出前事業関係事業 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　宿泊証明書綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　物品借用願綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　寝具類汚損届綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　物品紛失・破損綴 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　感染症関係提出書類
同意書

105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　感染症関係提出書類 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　感染症関係提出書類
宿泊消毒・研修室清掃消毒チェックシート

105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　新型コロナウイルス関連 113 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 移管

2021年度 那須甲子 事業推進係 令和３年度　なすかしメンバーズクラブ 105 那須甲子次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 那須甲子事務室 那須甲子次長 廃棄

1990年度 信州高遠 運営 国立信州高遠少年自然の家開所式１／３ 4 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 運営 国立信州高遠少年自然の家開所式２／３ 4 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 運営 国立信州高遠少年自然の家開所式３／３ 4 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １・２回機械設備（衛生）工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １・２回機械設備（衛生）工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １・２回機械設備（衛生）工事　機器試験成績書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １・２回機械設備（衛生）工事　機器試験成績書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １・２回機械設備（衛生）工事　機器試験成績書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １・２回機械設備（衛生）工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　現場試験成績書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　工事書類 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　工事進捗状況報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　施工報告書　１／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　施工報告書　２／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　施工報告書　３／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　施工報告書　４／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（衛生）工事　週間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　官庁届出書類 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　工事写真（スリーブ・インサート・配管工
事）

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　工事写真（機器工事・自動制御工事・塗
装工事）

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　工事写真（風道工事・保温工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１／
２７　ＮＯ１

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１／
２７　ＮＯ２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１０
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１１
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１２
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１３
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１４
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１５
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１６
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１７
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１８
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１９
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２０
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
１回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２１
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２２
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２３
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２４
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２５
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２６
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２７
／２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　３／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　４／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　５／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　６／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　７／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　８／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　９／
２７

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（機器基礎工事）　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（機器基礎工事）　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　１／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　２／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　３／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　４／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　５／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　６／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　７／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　８／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　１／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　２／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　３／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　４／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　５／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　６／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　７／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管）　８／８ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（風道工事）　１／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（風道工事）　２／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（風道工事）　３／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（風道工事）　４／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（風道工事）　５／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（保温工事）　１／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（保温工事）　２／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（保温工事）　３／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（保温工事）　４／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　施工報告書（保温工事）　５／５ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １回機械設備（暖房）工事　総合運動調整に伴う測定表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １工区　週間工程写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １工区１回－１　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １工区１回－２　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １工区２階　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 １工区基礎・地中梁 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　工事書類 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　工事進捗状況報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　施工報告書・現場試験成績書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（衛生）工事　週間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１／
３

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２／
３

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（暖房）工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　３／
３

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（暖房）工事　施工報告書（配管・風道工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備（暖房）工事　施工報告書（保温工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（オイル配管工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（スリーブ工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（換気ダクト工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（配管工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２回機械設備工事　施工報告書（保温工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２工区　週間工程写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２工区１階　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２工区２階 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ２工区基礎・地中梁　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　機器試験報告書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　機器試験報告書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　機器試験報告書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　機器承諾書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　現場試験成績書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　工事週報・実施工程表・施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　工事書類 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　工事進捗状況報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（衛生）工事　施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３回機械設備（暖房）工事　施工報告書（自動制御設備）　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３工区１階１　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３工区１階２　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３工区２階　第２工区１階建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ３工区基礎・地中梁 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ４工区２階 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ４工区３階 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ４工区基礎　地中梁 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 Ｇ－１５Ｆ　取扱説明書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 Ｕ字溝・縁石　第１工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 その他施工図（承諾図）ＮＯ１　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 その他施工図（承諾図）ＮＯ２　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 その他施工図（承諾図）ＮＯ３　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 その他施工図（承諾図）ＮＯ４　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 アスファルト防水　第１工区１・２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 アルバム　安全祈願祭 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 アルミニウム製建具取付施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 アルミニウム製建具取付施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ工事　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 カーテン・ブラインド・壁画・フィルム貼り　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 カタログ　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 カタログ目録 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 カラーアスファルト舗装　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ガス圧接工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ガス圧接工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリートブロック工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート圧縮強度結果報告　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート圧縮強度結果報告　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート圧縮強度試験報告書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート圧縮試験報告書　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート工事施工計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート試験 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート打設計画・報告書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート打設計画書　身障宿泊棟建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート打設計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 コンクリート打設計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 シール工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 スプリットンブロック擁接工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 スリーブ図／鉄筋配筋図（承諾図）ＮＯ２　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 スリーブ図（地中梁）　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 タイル工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 タイル工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 タイル工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 タイル工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 フローリングブロック工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 フロントコートアスファルト舗装　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ブロック擁壁工事施工計画書　第２工区４回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　テレビ共同受信電界強度測定
書　１／２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　テレビ共同受信電界強度測定
書　２／２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器完成図　１／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器完成図　２／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器完成図　３／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器試験成績書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器試験成績書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器試験成績書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器取扱説明書　１／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器取扱説明書　２／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器取扱説明書　３／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器取扱説明書　４／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　工事契約図書　ＮＯ１ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　工事打合せ書　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　工程表・工事週報　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　施工試験成績書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　施工試験成績書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　施工試験成績書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　施工図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　承諾図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　承諾図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　消防設備検査済証　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ログハウス棟建築図面 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ログハウス棟電気・機械・設備図面 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ログ自主検査報告書　木材含水率計測　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 ログ木工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 圧接鉄筋引張強度試験報告書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 暗梁・排水工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　テレビ受信状況調査報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　機器完成図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　材料搬入報告書　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　材料搬入報告書　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　施工報告書（一） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　施工報告書（三） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　施工報告書（二） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　試験成績書（機材）Ｘ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　取扱説明書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　取扱説明書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　取扱説明書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気整備（通信）工事　承諾書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気設備（通信）工事　機器完成図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気設備（通信）工事　工事契約書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気設備（通信）工事　工事週報・実施工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一回電気設備（通信）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 一級技能士 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　完成図書　１／２　ＮＯ１ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　完成図書　１／２　ＮＯ２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器完成図　１／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器完成図　２／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器完成図　３／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器試験成績書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器試験成績書　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器試験成績書　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　現場試験成績書　１／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　現場試験成績書　２／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　現場試験成績書　３／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　現場試験成績書　４／４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　工事契約図書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　工事写真　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　工事写真　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　施設報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋外活動施設電気設備工事　自動火災報知器設置届 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋根工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋根工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋根工事施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋根工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋根工事施工計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 屋根工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 温度管理表　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設工事工事施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仮設道路　第１工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 火報警戒区域図　電話番号計画 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 外構工事施工計画書　第１工区３回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 外構工事施工計画書　第１工区４回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 外装吹付　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 外装吹付工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 完了・検査指摘事項手直完了報告書　第１工区１・２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 官公署への届出書　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 官庁届出書　機械設備工事／２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 簡易構内道路工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 関東地建との対応綴 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 基礎ベース部打設計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 基礎ベース部鉄筋型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 基礎出来形 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 基礎立上り部打接計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 基礎立上り部鉄筋型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 既済検査完了報告書　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 既済検査完了報告書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 既済検査完了報告書　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 既済検査状況　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（オイル配管工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（スリーブ・インサート）　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（スリーブ工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（外部給水・排水工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（換気ダクト工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（配管工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機械設備工事　施工報告書（保温工事） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　１回電気設備（電力）工事　１／４ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　１回電気設備（電力）工事　２／４ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　１回電気設備（電力）工事　３／４ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　１回電気設備（電力）工事　４／４ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　２回機械設備（暖房）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　２回機械設備（暖房）工事　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　２回機械設備（暖房）工事　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　２回電気設備（電力）工事　１／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　２回電気設備（電力）工事　２／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　２回電気設備（電力）工事　３／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　３回機械設備（暖房）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　３回電気設備（電力）工事　１／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　３回電気設備（電力）工事　２／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　３回電気設備（電力）工事　３／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　機械設備工事／２回機械設備工事　１／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　機械設備工事／２回機械設備工事　２／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器完成図　機械設備工事／２回機械設備工事　３／３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験成績書　１回機械設備（暖房）工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験成績書　１回機械設備（暖房）工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験成績書　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験成績書　２回機械設備（暖房）工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験成績書　２回機械設備（暖房）工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験報告書　３回電気設備（電力）工事　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験報告書　３回電気設備（電力）工事　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器試験報告書　３回電気設備（電力）工事　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　１回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　２回機械設備（暖房）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　２回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　３回機械設備（暖房）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　３回機械設備（暖房）工事　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　３回機械設備（暖房）工事　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機器承諾図　３回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機材試験成績書　１回電気設備（電力）工事　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機材試験成績書　１回電気設備（電力）工事　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 機材試験成績書　１回電気設備（電力）工事　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 規格証明書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 規格証明書・出荷証明書　　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 規格証明書・出荷証明書　第１工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 金属（ＬＧＳ）工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 金属工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 金属施工図　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 金属製建具　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 空気清浄器　取扱説明書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 空気清浄器　取扱説明書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 空気清浄器　取扱説明書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠工事　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠工事施工計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠施工図　地中梁　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠施工図１階　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 型枠施工図２階　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係書類　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係書類　第１工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係図書　身障宿泊棟建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係図書　第２工区１・２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係図書　第２工区３～５回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係図書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係図書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約関係図書控え　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 契約書完成時書類　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 計測・調査・計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 計測記録報告書　Ｎ０１　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 計測記録報告書　ＮＯ２　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 計測記録報告書　ＮＯ３　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 計測記録報告書　ＮＯ４　第４工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 軽鉄下地・壁・天井　工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 軽鉄下地・壁・天井　工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 月間工程表　１回電気設備（電力）工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 月間工程表　１回電気設備（電力）工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 月間工程表　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 月工程表　１回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 月工程表　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 月工程表　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 建具工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 建築工事施工管理要領 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 建築工事施工管理要領（案）　建設大臣　官房官庁営繕部 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 検査済証 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 現場試験成績書　１回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 現場試験成績書　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 現場試験成績書　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事契約書類　２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事契約書類　機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事計画届出書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　１回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　１回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　２回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 工事材料搬入報告書　機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事施工計画書　身障宿泊棟建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　機械設備工事／２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　ガラス工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　コンクリートブロック工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　コンクリート工事　Ｅ１・Ｅ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　コンクリート工事　Ｅ３・Ｅ４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　タイル工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　屋根工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　仮設工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　外構工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　型枠工事　Ｅ３・Ｅ４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　型枠工事工 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　軽量・鉄骨下地工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　鋼製建具工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　左官工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　雑工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　総合仮設工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　鉄筋工事工　Ｅ１・Ｅ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　塗装工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　内装工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　防水工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区１回建築工事　木・工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真　第４工区２回建築工事　土工地業工事工　Ｅ３・Ｅ４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事写真帳　国立第１３少年自然の家建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報　１回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報　１回電気設備（電力）工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報　１回電気設備（電力）工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報・月間工程表・工事進捗報告　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事週報・月間工程表・工事進捗報告　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事書類　１回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事書類　１回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事書類　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事書類　２回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事書類　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事書類　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　１回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　１回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書　機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事進捗状況報告書／月間工程表／工事週報　第２工区３回建築
工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
工事進捗状況報告書／月間工程表／工事週報　第２工区４回建築
工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　１回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　ＮＯ１　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　ＮＯ２　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　回答　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　身障宿泊棟建築工事　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　身障宿泊棟建築工事　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　第２工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　第２工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合せ書（控）　１回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事打合書（関連業者）　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事報告・週月報　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　２回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　３回機械設備（暖房）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　工事名　１回電気設備（電力）工事　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　工事名　１回電気設備（電力）工事　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　工事名　１回電気設備（電力）工事　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　工事名　２回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　工事名　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工事用アルバム　材料搬入等 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鋼製建具工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鋼製建具製作施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 合成高分子ルーフィング防水／塗膜防水・シーリング／無機質浸透
型防水　第１工区１・２回建築工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家　創設関係資料 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家施設原図　ＮＯ１ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家施設原図　ＮＯ２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家借地境界杭設置写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家設立準備室 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家調査　報告書（その２）１工区 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家調査　報告書（その２）２工区 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家二回電気設備（通信）工事　官公署届
出書

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家配置図・公務員宿舎配置図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）　水準縦断野帳／横断野帳 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１・２・３回機械設備（衛生）工事　保
守指導案内書　　１／２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１・２・３回機械設備（衛生）工事　保
守指導案内書　　２／２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　コンクリート工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　屋根及び樋工事／
金属工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　下請負人・主要資材
発注先通知書

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　検査記録 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真（熊笹植え
及び整地工）

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真１　１　仮
設工事　２　地業工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真２　土工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真３　２－１
鉄筋工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真４　２－２
鉄筋工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真５　コンク
リート工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真６　１　防
水工事　２　設備工事（スリーブ管）　３　内装工事　４　建具工事　５
屋根及び樋工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事写真７　１　金
属工事　２　雑工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事週報 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　雑工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　請負関係綴 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　総合仮設工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　地業工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　鉄筋工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　土工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　道路横断埋設管工
事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　内装工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　品質管理表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）１回建築工事　防水工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家（仮称）３回機械設備（衛生）工事　機器完
成図

71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）一回電気設備（通信）工事　官公署
届出書

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）関係書類　第３工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家（仮称）三回電気設備（通信）工事　官公署
届出書

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）資料（１） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）第三～一工区建築工事施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）地盤調査　報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮称）調査報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮設）計画通知（写し）その一（建設工事） 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家（仮設）調査　報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　工事打合せ書　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　工事打合せ書　設計からの回
答

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　工程表　ＮＯ１　１工区 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　工程表　ＮＯ１　２工区 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　資料１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　打ち合せ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第１工区４回建築工事　工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区３回建築工事　工事打
合せ書

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区３回建築工事　工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区４回建築工事　工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第２工区５回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第３工区１回建築工事　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第３工区１回建築工事　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第３工区１回建築工事　工程 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第３工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 国立第１３少年自然の家関係書類　第３工区２回建築工事　工程 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家職員宿舎土質地盤調査その他工事報告書
１／２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
国立第１３少年自然の家職員宿舎土質地盤調査その他工事報告書
２／２

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 左官工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 左官工事　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 左官工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 左官工事施工計画書　第２工区１回建築工事　ＮＯ１ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 左官工事施工計画書　第２工区１回建築工事　ＮＯ２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 左官工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 材料搬入報告書　ＮＯ１　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 材料搬入報告書　ＮＯ２　第４工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 材料搬入報告書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 材料搬入報告書　第１工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 財産 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 雑工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 雑工事施工計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気整備（通信）工事　施工図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気整備（通信）工事　施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気整備（通信）工事　承諾書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　契約図書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　工事打合せ簿 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　工事日報 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 三回電気設備（通信）工事　承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 産業廃棄物　他　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 産業廃棄物　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 残土捨場　第１工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仕上げ施工図　身障宿泊棟建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仕上げ施工図　第２工区１・２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仕上げ施工図（雑）　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仕上前状況　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 仕上表（色彩計画表）　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　契約図書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　工事打合せ簿 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　工事日報 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　施工図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 四回電気設備（通信）工事　施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工協議書・工事打合せ書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画　仮設～木工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画記載要領１ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画記載要領２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画記載要領３ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画書　１回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画書　２回機械設備（暖房）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画書　２回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工計画書　３回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工試験成績書　２回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工試験成績書　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工試験成績書　照度測定表　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工試験報告書　１回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図　２回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図　３回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図　ピッチ内、幹線・動力、避電設備　１回電気設備（電力）工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図（承諾図）　３・４回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図［躯体工事］ＮＯ１　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図［鋼製建具］ＮＯ１　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図［鋼製建具］ＮＯ２　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工図［仕上工事］ＮＯ１　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 施工図［仕上工事］ＮＯ２　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１０／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１１／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１２／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１３／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１４／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１５／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１６／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１７／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１８／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　１９／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２０／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２１／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２２／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２３／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２４／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２５／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２６／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２７／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２８／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　２９／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　３／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　４／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　５／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　６／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　７／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　８／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　１回電気設備（電力）工事　９／２９ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　２回電気設備（電力）工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　２回電気設備（電力）工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　１／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　２／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　３／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　４／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　５／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　６／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施工報告書　工事名　３回電気設備（電力）工事　７／７ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施主・設計事務所関連文書３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施設整備等準備室資料 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 施設敷地（藤沢）借入資料 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 試験成績表綴 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主管理記録　第２工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査　第２工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　ＮＯ１　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　ＮＯ２　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　ＮＯ３　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　ＮＯ４　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　第１工区１・２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　第１工区１回建築工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　第１工区１回建築工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　電気設備（電力）工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 自主検査報告書　電気設備（電力）工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 実施工程表・月間工程表　２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 実施工程表・月間工程表　機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
実施工程表／工事週報／月間工程表／工事進捗報告　身障宿泊
棟建築工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 実施工程表／工事週報／月間工程表／工事進捗報告　第１工区１
回建築工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
実施工程表／工事週報／月間工程表／工事進捗報告　第２工区１
回建築工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 主要材料搬入報告書　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 主要材料搬入報告書　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 主要材料搬入報告書　第２工区３～５回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事
主要資・機材発注先通知書　下請負人通知書　第１工区１回建築工
事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 主要資・機材発注先通知書　下請負人通知書　第１工区３・４回建築
工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 主要資・機材発注先通知書　下請負人通知書　第２工区３～５回建
築工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 主要資機材発注先一覧・工事材料搬入報告書　第３－２工区建築
工事

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 取扱説明書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 取扱説明書　機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 取扱説明書　機械設備工事／２回機械設備工事　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 取扱説明書　機械設備工事／２回機械設備工事　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 手直し工事完了報告書　未済工事完了報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 週間工程表　２回機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 週間工程表　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 週間工程表　機械設備工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 出荷証明書　第２工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 出来形 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 出来形計算書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 出来形計算書　第２工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 少量危険物 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 床フローリング・ブロック　工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 床フローリング・ブロック　工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 承諾済施工図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 昭和６２年度　国立第１３少年自然の家敷地内造成工事ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 昭和６２年度　国立第１３少年自然の家敷地内造成工事ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 昭和６２年度　国立第１３少年自然の家敷地内造成工事ＮＯ３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 昭和６２年度　国立第１３少年自然の家敷地内造成工事ＮＯ４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 硝子工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 硝子工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 硝子工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 硝子工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 浄化水槽現況　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 植栽工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 植栽工事　検査記録票 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 植栽工事　工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 植栽工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築・電気・機械図面 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事　１階躯体 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事　工事変更指示書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事　未済工事及び指摘事項完了確認 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事（１） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事（２） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 身障宿泊棟建築工事３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 図面一式　岡野電気工事株式会社 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 整地工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 製品検査証明書／出荷証明書　身障宿泊棟建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 製品検査証明書／出荷証明書　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 製品検査証明書他　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 組積工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 組積工事　第２工区１・２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 組積工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 組積工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 総合仮設計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 総合仮設工事工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 総合仮設工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 総合仮設工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 束石・ピット・土間・ウォルコン工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 打ち合わせ議事録　３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 打合せ記録　３回電気設備（電力）工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 打合せ議事録／指示書　連絡書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１３（長野）工事費関係 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１３少年自然の家準備室資料　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１３少年自然の家準備室資料　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１３土地借入 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１回機械設備（暖房）工事図面 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１回電気設備（通信）工事図面 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　１階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　２階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　コンクリート出来型 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　基礎　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　地業工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　土間　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　土工事　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　クラフト棟　土工事　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　コンクリート工事（試験練り・その他） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ａ工区　１階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ａ工区　２階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ａ工区　基礎　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ａ工区　土間　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｂ工区　１階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｂ工区　２階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｂ工区　基礎　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｂ工区　土間　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｃ工区　１階　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｃ工区　基礎　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　Ｃ工区　土間　鉄筋・型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　コンクリート出来型 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　地業工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　鉄骨工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　土工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　無機質浸透性防水 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟　有孔ヒューム管埋設 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟・クラフト棟　コンクリート圧縮試
験

70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　管理研修棟・クラフト棟　コンクリート打設 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　型枠 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　雑　鉄筋・型枠・コンクリート 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　第１工区　仮設 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　第１工区　総合仮設 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　第１工区　土工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区１回建築工事　鉄筋材料 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区２回建築工事　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区２回建築工事　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区３回・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第１工区３回建築工事　工程 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　タイル工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　外装（吹付） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　金属工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　建具工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　工事週報　工程報告用 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　工事変更指示書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　塗装工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　内装工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　防水工事（アスファルト防水） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事　防水工事（ハンデックスシーリング） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区１回建築工事１・２回変更 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区２回・３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区２回建築工事　雑工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区２回建築工事　硝子工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区２回建築工事　防水工事（シンダーコン） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区２回建築工事　木工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区３・４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区４回・５回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区５回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第２工区５回建築工事　オイルタンク他工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第３－１工区建築工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第３－１工区建築工事　工事書類　報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第３－１工区建築工事　承諾施工図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第３－１工区建築工事　承諾施工図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第一種圧力容器明細書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第一種圧力容器明細書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第一種圧力容器明細書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 第二種圧力容器明細書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 断熱建具取付自主検査　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 断熱材吹付工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地業工事工　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地業工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地業工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地業工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地業工事自主検査報告書　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地建対応　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 地建対応　ＮＯ３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 地建対応　ＮＯ４ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 蓄電池設備 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 訂正済施工図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋圧接部引っ張り試験結果報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋加工図　身障宿泊棟建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋加工図　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋工事工　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄筋配筋図（承諾図）ＮＯ１　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄工事２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄骨工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄骨工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 鉄骨工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 天井伏せ図　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 天井伏図（承諾図）　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備（通信）工事　機器完成図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器試験成績書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器試験成績書　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器試験成績書　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器承諾図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　機器承諾図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　現場試験成績書　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　現場試験成績書　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　工事契約図書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　工事進捗状況報告書　休業届 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　取扱説明書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　取扱説明書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　取扱説明書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電気設備工事　週間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 電動ダムウェーター 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 塗装工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 塗装工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 塗装工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 塗装工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土　工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土　工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土・地業工事施工計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土間及び床版　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土工事・地業工事　その１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土工事・地業工事　その２　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 土工事・地業工事　その３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土工事施工計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 土工地業工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 冬期コンクリート採暖報告書　第１工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 内装（床）工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 内装（断熱）工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 内装工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 内装工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　機器完成図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　試験成績書（機材）　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　試験成績書（機材）　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　取扱説明書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　取扱説明書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　取扱説明書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気整備（通信）工事　承諾書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　機器完成図　ＮＯ１ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　機器完成図　ＮＯ２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　工事契約書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　工事週報・実施工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　試験成績書（機材） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備（通信）工事　承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　機器完成図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　機器試験成績書　１／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　機器試験成績書　２／２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　現場試験成績書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　工事契約図書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　工事写真 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　工事進捗状況報告書　休業届 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　施工報告書 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　取扱説明書　１／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　取扱説明書　２／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　取扱説明書　３／３ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　週間工程表 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 二回電気設備工事　承諾図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 排水工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 排水工事（その１） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 排水工事（その２） 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 排水工事（汚水・雨水）　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 排水工事施工計画書　第２工区３・４回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 配置図原図 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 発電設備 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 伐採・伐根　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1990年度 信州高遠 工事 伐採工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 壁・天井・ボード張り　工事施工計画書　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 壁・天井・ボード張り　工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 壁・天井ボード張り施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 変電池設備 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 保安林解除申請書　水源かん養保安林　１ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 保安林解除申請書　水源かん養保安林　２ 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 保安林作業許可　第１工区３回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 舗装・縁石工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 舗装工事施工計画書　第２工区３回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 報告書・他 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 法面整形・フラッグポール　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 防水工事施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 防水工事施工計画書　第２工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 防水工事施工計画書　第４工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 防水工事施工計画書（無機質浸透性防水）第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 本館　宿泊棟（ログハウス）　図面 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 未済工事完了報告書　第３工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木　工事施工計画書　第４工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木工事施工計画書　第１工区１・２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木工事施工計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木材乾燥データ　第３－２工区建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木材乾燥記録 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木製建具工事　第１工区２回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木製建具工事　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木製建具施工図　第２工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 木製建具製作取付施工計画書　第１工区２回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 有孔ヒューム管　第１工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 誘導灯 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 立木伐採・伐根計画書　第１工区１回建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 立木伐採伐根計画書　第３－２工区建築工事 71 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 立木伐採報告書　第２工区４回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 連絡車稼動報告書　第２工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1990年度 信州高遠 工事 連絡車稼動報告書　第４工区１回建築工事 70 信州高遠次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 ロッジ棟建築図面 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 ロッジ棟電気・機械・設備図面 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 官庁等諸届関係資料（施設） 70 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 工事決定・変更通知書届 70 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 事務資料（施設関係） 70 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 宿泊棟（ロッジ）図面 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 図面 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 第１・２・３回電気設備（電力）工事完成図 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 第１・３回機械設備（衛生）工事図面 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1991年度 信州高遠 工事 第１・３回電気設備（電力）工事図面 71 信州高遠次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1992年度 信州高遠 人事 人事異動伺綴　平成４年度 44 信州高遠次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1992年度 信州高遠 維持管理 冬季暖房　凍結防止関係綴 76 信州高遠次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成５年度 44 信州高遠次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 維持管理 防火設備関係 15 信州高遠次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 キャンプ場　野外炊飯棟　図面　ＮＯ１ 71 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 キャンプ場　野外炊飯棟　図面　ＮＯ２ 71 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　工事週報・実施工程表・施工報告書 70 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　工事進捗状況報告書 70 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外活動施設機械設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外炊飯棟建築図面 71 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1993年度 信州高遠 工事 屋外炊飯棟電気・機械・設備図面 71 信州高遠次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成６年度 44 信州高遠次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 予算 概算関係 78 信州高遠次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟　わんぱく広場関係綴 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　機器試験成績書・官庁届出書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　機器承諾図 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　月間工程表 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　現場試験成績書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　工事写真 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　工事書類 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　工事進捗状況報告書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　使用材料カタログ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　取扱説明書　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　取扱説明書　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他機械設備工事　週間工程表 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事　工事工程表　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事　工事工程表　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事　工事写真 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事　工事打合せ簿　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事　工事打合せ簿　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　完成図　１／３ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　完成図　２／３ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　完成図　３／３ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事
ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　機器試験成績書　１／
２

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　機器試験成績書　２／
２

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　工事関係書類 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　工事写真 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　施工計画書　１／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　施工計画書　２／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　施工試験成績書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　施工図　１／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　施工図　２／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　承諾図　１／３ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　承諾図　２／３ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建設工事（電気設備）　承諾図　３／３ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　計画通知書類等 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　工事写真　１　仮設工事　２　土工
事及び地業工事　３　鉄筋工事

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　工事写真　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事
ボランティア棟その他建築工事　工事写真　１３　建具工事　１４　塗
装工事　１５　内装工事　１６　雑工事　１７　試験写真

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　工事写真　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　工事写真　４　コンクリート工事　５
鉄骨工事　６　組積工事　７　防水工事

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事
ボランティア棟その他建築工事　工事写真　８　石工事　９　タイル工
事　１０　木工事及び金属工事　１１　屋根及びとり工事　１２　左官
工事

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　施工計画書　１／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　施工計画書　２／２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　自主検査報告書　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　自主検査報告書　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　出荷証明書　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　出荷証明書　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　請負契約書類及び提出書類 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　品質証明書等　１／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事　品質証明書等　２／２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事
ボランティア棟その他建築工事（機械設備工事）　工事材料搬入報
告書

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事（機械設備工事）　工事書類 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事（機械設備工事）　施工計画書 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事（電気設備）機器試験成績書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他建築工事設計図 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　テレビ共同受信電界強度測定
書

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機器完成図 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　機材試験成績書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　工事契約図書　ＮＯ２ 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　工事打合せ書　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　工程表・工事週報　ＮＯ２ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　施工試験成績書 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 ボランティア棟その他電気設備工事　消防設備検査済証　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 工事写真帳　ボランティア棟その他電気設備工事 70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家ボランティア棟その他電気設備工事
消防設備検査済証

70 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1994年度 信州高遠 工事 施設整備計画 71 信州高遠次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成７年度 44 信州高遠次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 維持管理 絶縁監視装置の借受入れについて 76 信州高遠次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 スターギャラリー 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 施設運営に伴う覚書等綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 宿泊棟道路（インターロッキング）工事関係綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 信州高遠少年自然の家宿泊棟道路舗装工事竣工書類 71 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　ドア検査報告書 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　契約書／保証書 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　月間・週間工程表及週報綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　工事写真綴１ 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　工事写真綴２ 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　工事打合せ簿 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　施工計画書／施工報告書綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　試験成績書綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟その他工事　電気設備工事　工事書類綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟関係 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟建築その他工事設計図 71 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟建築その他工事電気設備工事　完成図書綴　１／２ 71 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟建築その他工事電気設備工事　完成図書綴　２／２ 71 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟建築その他工事電気設備工事　工事写真綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 天体観測棟建築その他工事電気設備工事　工事書類綴 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1995年度 信州高遠 工事 土地関係 70 信州高遠次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1996年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成８年度 44 信州高遠次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1996年度 信州高遠 工事 施設整備工事関係　綴 70 信州高遠次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



1996年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟 70 信州高遠次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成９年度 44 信州高遠次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 維持管理 総合防災大網 15 信州高遠次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　ウッドデッキのメンテナンスについて　ＮＯ０ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　各種書類　ＮＯ５ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　契約書類／提出書類　ＮＯ１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事記録リスト表 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事記録書　ＮＯ６ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事写真　コンクリート工事　ＮＯ１５ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事
ウッドデッキ改修工事　工事写真　仮設工事／解体工事／雑工事
ＮＯ９

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事写真　型枠工事　ＮＯ１４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事写真　地業工事　ＮＯ１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事
ウッドデッキ改修工事　工事写真　地盤改良工事／２工区擁壁（ザ・
ウォール）／２工区Ｕ字溝／鉄骨工事（１期）・鉄骨工事（２期）　ＮＯ
１６

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事写真　鉄筋工事　ＮＯ１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事写真　鉄筋工事　ＮＯ１３ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　工事写真　土工事　ＮＯ１０ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　施工計画書　ＮＯ４ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　施工図面　ＮＯ７ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　施工報告書　ＮＯ３ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　電気設備工事　ＮＯ８ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修工事　木工事　ＮＯ１７ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 ウッドデッキ改修図面 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 テントサイト 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 完成図書　自然科学学習棟電気設備工事 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 完成図書　自然科学学習棟電気設備工事　１／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 完成図書　自然科学学習棟電気設備工事　２／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 工事契約図書　自然科学学習棟電気設備工事 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 工事写真　自然科学学習棟電気設備工事 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 工事書類　自然科学学習棟電気設備工事 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 施工図　自然科学学習棟電気設備工事 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　屋外活動施設　機械設備工事　工
事契約書類

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　屋外活動施設　機械設備工事　使
用材料／カタログ・資料

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　屋外活動施設　機械設備工事　施
工報告書

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　完成図書　１／３ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　完成図書　２／３ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　完成図書　３／３ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　工事契約書類 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟機械設備工事　工程表・工事打合せ書・施工報告 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築・電気・機械設備図面 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　引渡書類 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　各種試験 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事
自然科学学習棟建築工事　契約書類／保証書／出荷証明書／取
扱説明書

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　工事写真　１／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　工事写真　２／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　工事写真　３／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　工事写真　４／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　工程表 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工計画書　１／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工計画書　２／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工図　１／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工図　２／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　１／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　１０／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　１１／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　２／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　３／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　４／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　５／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　６／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　７／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　８／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　９／１１ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　施工報告書　工事伐採搬入報告書 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　打合せ簿 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　塗装工事　施工指導報告書 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 自然科学学習棟建築工事　伐採樹木 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 竣工書類　国立高遠少年自然の家　脱衣室改修換気工事 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 消防用設備等設置届出書・検査済書　国立信州高遠少年自然の家
自然科学学習等電気設備工事

70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　引渡書類 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　各種試験 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　機械衛生設備工事　完成図書綴 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　機械衛生設備工事　工事写真 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　機械衛生設備工事　工事書類綴 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　契約関係・現場関係・保証書・出荷証明書 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事材料搬入報告書 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事写真　１／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事写真　２／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事写真　３／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事写真　４／４ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事週報 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工計画書　１／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工計画書　２／２ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工図 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　１／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　１０／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　１１／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　１２／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　２／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　３／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　４／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　５／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　６／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　７／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　８／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　施工報告書　９／１２ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　完成図書綴　１／３ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　完成図書綴　２／３ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　完成図書綴　３／３ 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　工事写真綴 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　工事書類綴　１／３ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　工事書類綴　２／３ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他工事　電気設備工事　工事書類綴　３／３ 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1997年度 信州高遠 工事 談話室増築その他図面 71 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 保安林解除関係資料 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1997年度 信州高遠 工事 木橋の建設に関する許可申請書（副） 70 信州高遠次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１０年度 44 信州高遠次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 国有財産 国有財産目録　ＮＯ２ 76 信州高遠次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 その他 国立青少年教育施設ネットワークシステム 16 信州高遠次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 環境未来センター　提案書 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 環境未来センター新営に伴う打合せ事項綴 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家　諸簿　（測量記録） 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家環境未来センター調査　報告書 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家環境未来センター調査その２　報告書 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 財産区との打合せ 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 小脱衣室換気工事　竣工書類 71 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 土地借入申請書 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 保安林解除 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 保安林解除申請書　１／２ 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1998年度 信州高遠 工事 保安林解除申請書　２／２ 70 信州高遠次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１１年度 44 信州高遠次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 人事 人事交流（信州大学）関係 44 信州高遠次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ａ，引渡書類／Ｂ，契約関係書類／Ｃ，工事関係書類／Ｇ，その他 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｃ－１０　試験成績書／出荷証明書 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｃ－９　施工報告書 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｄ－１　施工計画書１ 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｄ－２　施工計画書２ 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｅ－１　工事打合せ書１ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｅ－２　工事打合せ書２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｆ－１　工事写真１（着工～７月） 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｆ－２　工事写真２（８月～１月） 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｆ－３　工事写真３（２月～完成） 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 Ｈ－１　施工図１（仮設計画図／基礎伏せ図／２階基礎伏せ図／Ａ
階段図／Ｂ階段図／１階壁・２階梁伏せ図）

71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事
Ｈ－２　施工図２（２階壁・Ｒ階梁伏せ図／１階平面詳細図／２階平
面詳細図／天井伏せ図／構造用集成材図／鋼製建具図／アルミ
製建具図）

71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター　その他図面・展示見本 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター　建築・電気・機械設備工事図面 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター　展示物品関係 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　完成引渡書類（機器取扱説明書・
機器試験成績表・特定行政官庁届出書類）

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事
環境未来センター機械設備工事　完成引渡書類（機器取扱説明書・
機器試験成績表・特定行政官庁届出書類）　１／２

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　完成引渡書類（機器取扱説明書・
機器試験成績表・特定行政官庁届出書類）　２／２

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　機器完成図 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　機器承諾図・返却図 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　工事関係提出書類 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事
環境未来センター機械設備工事　工事写真（完成検査是正事項確
認）

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事
環境未来センター機械設備工事　工事写真ＮＯ１（配管工事・風導
工事・保温工事）

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　工事写真ＮＯ２（床暖房工事・太
陽熱集熱工事・自動制御工事・浄化槽工事・オイル地下タンク工事）

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　工事写真ＮＯ３（塗装工事・機器
搬入据付工事・仮設，安全対策工事・監督員検査・その他工事）

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　工事打合せ書 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　施工の試験における試験成績表 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター機械設備工事　総合試運転に伴う測定表 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事
環境未来センター機械設備工事　特定行政官庁届出書類（副本）
重要

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター建築工事　アスファルト舗装施工報告書 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター建築工事　建築通知１ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター建築工事　建築通知２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事
環境未来センター建築工事　検査指摘事項書／工事手直し承諾書
／工事手直し完了届／念書／念書完了報告書

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター工事関係（工程表等）綴 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　各種試験成績書 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　官公庁届出　一式 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　機器完成図　１／２ 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　機器完成図　２／２ 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　契約図書 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　月間工程表／進捗状況報告／長
期休業届

70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　工事記録 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　工事写真ＮＯ１ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　工事写真ＮＯ２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　施工計画書 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　取扱説明書　１／２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　取扱説明書　２／２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　承諾図一式 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　保守に関する指導案内書　１／２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事　保守に関する指導案内書　２／２ 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター電気設備工事取扱説明書 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター棟建築図面・調査図面 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター棟建築図面・保安林解除図面 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 環境未来センター棟電気・機械・設備図面 71 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 工程表（安全管理措置）綴 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 消防用設備等設置届出書（環境未来センター分） 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 浄化槽法定検査申請（環境未来センター）関係綴 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 展示物品（環境未来センター）関係綴 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 保安林解除申請書（環境未来センター敷地）通知綴 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 郵便ポスト設置関係綴 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1999年度 信州高遠 工事 立木補償・覚書関係綴　片倉財産区 70 信州高遠次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１２年度 44 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 国有財産 鑑定評価書 76 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 維持管理 高遠町浄化槽維持管理組合関係綴 77 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 その他 独立行政法人移会計基準 11 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 その他 独立行政法人移行に伴う権利等承継手続き関係綴 72 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 国有財産 独立行政法人設立に伴う国有財産の出資手続き 76 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 物品管理 物品管理簿　甲　器具 76 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 物品管理 物品管理簿　甲　機械 76 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 運営 文部科学省所管　会計経理事務取扱通則等関係訓令綴 11 信州高遠次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 運営 １０周年記念式典募金関係 4 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 運営 環境未来センター竣工記念式典平成１２年５月１２日 4 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 運営 開所１０周年記念式典等１／２　次第・進行表・シナリオ等 4 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 運営 開所１０周年記念式典等２／２　経緯・参考資料等 4 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 環境未来センター浄化槽設置状況検査書 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事　１／４ 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事　２／４ 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事　３／４ 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事　４／４ 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事／提出書類　１／２ 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 国立信州高遠少年自然の家宿舎浴室改修工事／提出書類　２／２ 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 職員宿舎浴室改修工事資料 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



2000年度 信州高遠 工事 職員宿舎浴室改修工事資料（浴室改修） 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 職員宿宿舎浴室改修工事 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2000年度 信州高遠 工事 土地登記簿謄本（宿舎）綴 70 信州高遠次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 運営 業務改善プロジェクト 11 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１３年度 44 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 人事 労働基準監督署関係　平成１３年度 45 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 維持管理 高遠町浄化槽維持管理組合関係 77 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 その他 電話会社選択サービス（マイライン）登録関係書類綴 15 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 維持管理 棟別平面図（１） 76 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 維持管理 棟別平面図（２） 76 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 運営 独立行政法人　会計関係規程集綴１ 11 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 通知 独立行政法人会計システム運用関係綴（ＦＡＸ等） 16 信州高遠次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設設計業務 70 信州高遠次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 工事 宿舎改修工事関係（浴室・給水管） 70 信州高遠次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2001年度 信州高遠 工事 保安林（保安施設地区）内立木伐採許可申請外 70 信州高遠次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 運営 規程等制定・改正関係　平成１２年度～１４年度 11 信州高遠次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１４年度 44 信州高遠次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 人事 本省内部部局等への転任希望者の推薦について　平成５年度～１
４年度

44 信州高遠次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 運営 独立行政法人　会計関係規程集綴２ 11 信州高遠次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 運営 浴場等の安全管理綴 11 信州高遠次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 インターロッキング補修及び階段補修工事　外５件　工事写真 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ボランティア棟増築工事綴 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ログハウス改修工事　管理業務実績報告書 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ログハウス改修工事　設計業務成果物１ 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ログハウス改修工事　設計業務成果物２ 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ログハウス改修工事　設計内訳書 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ログハウス改修工事その他工事綴 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 ログハウス改修工事関係綴 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設工事　月間報告書（五月分） 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設工事　月間報告書（四月分） 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設工事　月間報告書（六月分） 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設工事　工事完成写真 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設工事　工事写真帳 70 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2002年度 信州高遠 工事 自炊棟屋根取設工事　竣工書類 71 信州高遠次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2003年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１５年度 44 信州高遠次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2003年度 信州高遠 人事 人事交流（埼玉県教委）関係　平成１５年度 44 信州高遠次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2003年度 信州高遠 文書・広報 公印関係 5 信州高遠次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 運営 規程等制定・改正関係　平成１５年度～１６年度 11 信州高遠次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望 44 信州高遠次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 人事 職員採用関係 44 信州高遠次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１６年度 44 信州高遠次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 人事 人事交流（長野県教委）関係　平成１６年度 44 信州高遠次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 運営 独立行政法人国立少年自然の家規則集 11 信州高遠次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2004年度 信州高遠 人事 人事記録 42 信州高遠次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 運営 規程等制定・改正関係　平成１５年度～１７年度 11 信州高遠次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 人事 人事異動伺・割愛関係　平成１７年度 44 信州高遠次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 人事 人事交流（長野県教委）関係　平成１７年度 44 信州高遠次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 人事 人事記録 42 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）完成図（機械設備） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）完成図（建築） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）完成図（電気） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）監理業務・工事費増減表 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄



2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）機器完成図各種試験成
績書（機械）

71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）機器取扱説明書（機械） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）竣工書類（機械） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）竣工書類（建築） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）設計成果物（機械設備） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）設計成果物（建築） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事（その２）設計成果物（電気） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事完成写真（電気） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事完成図（機械設備） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事完成図（建築） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事完成図（電気） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事監理業務・工事費増減表 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事監理業務実績報告書 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事機器完成図各種試験成績書（機
械）

71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事機器取扱説明書（機械） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事原図 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事施工図（機械） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事施工図（建築） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事施工図（電気） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事竣工写真（機械） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事竣工書類（機械） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事竣工書類（建築） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事竣工書類（電気） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事厨房機器取扱説明書 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事設計図（機械設備） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事設計図（建築） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事設計図（電気） 71 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事設計成果物（機械設備） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事設計成果物（建築） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2005年度 信州高遠 工事 厨房ドライシステム化等改修工事設計成果物（電気） 70 信州高遠次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 規程等制定・改正関係　平成１８年度～ 11 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 人事異動伺・割愛関係　平成１８年度～ 44 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 人事交流（愛知県教委）関係　平成１８年度～ 44 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 人事交流（山梨県教委）関係　平成１８年度～ 44 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 人事交流（信州大学）関係　平成１８年度～ 44 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 人事交流（長野県教委）関係　平成１８年度～ 44 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程集 11 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 平成１８年７月豪雨 15 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 労働基準監督署関係　平成１８年度～ 45 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 管理（施設） 新法人移行手続関係綴 72 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 管理（施設） 平成１８年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 公印関係　平成１８年度 5 信州高遠次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 新法人設立関係 3 信州高遠次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2006年度 信州高遠 総務 人事記録　平成１８年度 42 信州高遠次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 規程等制定・改正関係　平成１９年度 11 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 人事異動関係等　平成１９年度 44 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫１ 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 人事交流（愛知県教委）関係　平成１９年度 44 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 人事交流（山梨県教委）関係　平成１９年度 44 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 人事交流（信州大学）関係　平成１９年度 44 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 人事交流（長野県教委）関係　平成１９年度 44 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 総務 労働基準監督署関係　平成１９年度 45 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2007年度 信州高遠 管理（施設） 平成１９年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2007年度 信州高遠 総務 人事記録　平成１９年度 42 信州高遠次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 規程等制定・改正関係　平成２０年度 11 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 人事異動関係等　平成２０年度 44 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 人事交流（愛知県教委）関係　平成２０年度 44 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 人事交流（山梨県教委）関係　平成２０年度 44 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 人事交流（信州大学）関係　平成２０年度 44 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 人事交流（長野県教委）関係　平成２０年度 44 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 労働基準監督署関係　平成２０年度 45 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 管理（施設） 平成２０年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 機構図　平成１８年度 41 信州高遠次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 機構図　平成１９年度 41 信州高遠次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 機構図　平成２０年度 41 信州高遠次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2008年度 信州高遠 総務 人事記録　平成２０年度 42 信州高遠次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 規程等制定・改正関係　平成２１年度 11 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 人事異動関係等　平成２１年度 44 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 人事交流（信州大学）関係　平成２１年度 44 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 人事交流（長野県教委）関係　平成２１年度 44 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 人事交流（山梨県教委）関係　平成２１年度 44 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 人事交流（愛知県教委）関係　平成２１年度 44 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 労働基準監督署関係　平成２１年度 45 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 管理（施設） 平成２１年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 公印関係 5 信州高遠次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 人事記録　平成２１年度 42 信州高遠次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2009年度 信州高遠 総務 機構図　平成２１年度 41 信州高遠次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 規程等制定・改正　平成２２年度 11 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 人事異動関係等　平成２２年度 44 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 人事交流（信州大学）関係　平成２２年度 44 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 人事交流（長野県教委）関係　平成２２年度 44 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２２年度 44 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２２年度 44 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 労働基準監督署関係　平成２２年度 45 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 管理係 平成２２年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 人事記録　平成２２年度 42 信州高遠次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 開所２０周年記念式典 4 信州高遠次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2010年度 信州高遠 総務係 機構図　平成２２年度 41 信州高遠次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 規程等制定・改正　平成２３年度 11 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 人事異動関係等　平成２３年度 44 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 人事交流（信州大学）関係　平成２３年度 44 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 人事交流（長野県教委）関係　平成２３年度 44 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２３年度 44 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２３年度 44 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 労働基準監督署届出　平成２３年度 45 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 管理係 平成２３年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 人事記録　平成２３年度 42 信州高遠次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2011年度 信州高遠 総務係 機構図　平成２３年度 41 信州高遠次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成２４年度 18 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成２４年度 18 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 運営委員会　平成２４年度 18 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成２４年度 18 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成２４年度 47 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２４年度 47 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成２４年度 48 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2012年度 信州高遠 総務・管理係 平成２４年年末調整 49 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 平成２４年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成２４年度 11 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成２４年度 44 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成２４年度 44 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成２４年度 44 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２４年度 44 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２４年度 44 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成２４年度 45 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 平成２４年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成２４年度 42 信州高遠次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2012年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成２４年度 41 信州高遠次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 住居届・住居手当認定簿　平成２５年度 53 信州高遠次長 2014年4月1日 当該支給終了後、6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成２５年度 53 信州高遠次長 2014年4月1日 当該支給終了後、6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 通勤届・通勤手当認定簿　平成２５年度 53 信州高遠次長 2014年4月1日 当該支給終了後、6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 扶養届・扶養手当認定簿　平成２５年度 53 信州高遠次長 2014年4月1日 当該支給終了後、6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成２５年度 18 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成２５年度 18 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 運営委員会　平成２５年度 18 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成２５年度 18 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成２５年度 47 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２５年度 47 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成２５年度 48 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 労働災害関係　平成２５年度 51 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 平成２５年年末調整 49 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 平成２５年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成２５年度 11 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成２５年度 44 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成２５年度 44 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成２５年度 44 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２５年度 44 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２５年度 44 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成２５年度 45 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 平成２５年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成２５年度 42 信州高遠次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成２５年度 41 信州高遠次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2013年度 信州高遠 総務・管理係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成２６年度 53 信州高遠次長 2015年4月1日 当該支給終了後、6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 通勤届・通勤手当認定簿　平成２６年度 53 信州高遠次長 2015年4月1日 当該支給終了後、6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 扶養届・扶養手当認定簿　平成２６年度 53 信州高遠次長 2015年4月1日 当該支給終了後、6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成２６年度 18 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成２６年度 18 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 運営委員会　平成２６年度 18 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成２６年度 18 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成２６年度 47 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２６年度 47 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成２６年度 48 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 労働災害関係　平成２６年度 51 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 平成２６年年末調整 49 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 平成２６年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成２６年度 11 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成２６年度 44 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成２６年度 44 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成２６年度 44 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２６年度 44 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２６年度 44 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成２６年度 45 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 平成２６年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成２６年度 42 信州高遠次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成２６年度 41 信州高遠次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2014年度 信州高遠 総務・管理係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 住居届・住居手当認定簿　平成２７年度 53 信州高遠次長 2016年4月1日 当該支給終了後、6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成２７年度 53 信州高遠次長 2016年4月1日 当該支給終了後、6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 通勤届・通勤手当認定簿　平成２７年度 53 信州高遠次長 2016年4月1日 当該支給終了後、6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 扶養届・扶養手当認定簿　平成２７年度 53 信州高遠次長 2016年4月1日 当該支給終了後、6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 給食業務受託者の損益計算書　平成２７年度 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度収納報告書 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度日報決済書 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度寄付金関係 86 信州高遠次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成２７年度 18 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成２７年度 18 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 運営委員会　平成２７年度 18 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成２７年度 18 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成２７年度 47 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２７年度 47 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成２７年度 48 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 労働災害関係　平成２７年度 51 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年年末調整 49 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成２７年度 11 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成２７年度 44 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成２７年度 44 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成２７年度 44 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２７年度 44 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２７年度 44 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成２７年度 45 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 平成２７年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成２７年度 42 信州高遠次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成２７年度 41 信州高遠次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2015年度 信州高遠 総務・管理係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 寒冷地手当　平成２８年度 53 信州高遠次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 住居届・住居手当認定簿　平成２８年度 53 信州高遠次長 2017年4月1日 当該支給終了後、6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成２８年度 53 信州高遠次長 2017年4月1日 当該支給終了後、6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 通勤届・通勤手当認定簿　平成２８年度 53 信州高遠次長 2017年4月1日 当該支給終了後、6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 扶養届・扶養手当認定簿　平成２８年度 53 信州高遠次長 2017年4月1日 当該支給終了後、6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 広域異動手当　平成２８年度 53 信州高遠次長 2017年4月1日 当該支給終了後、6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 基準給与簿　平成２８年度 52 信州高遠次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 期末・勤勉手当　平成２８年度 52 信州高遠次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 勤務時間報告書　平成２８年度 52 信州高遠次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事給与システムチェックリスト　平成２８年度 52 信州高遠次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 給食業務受託者の損益計算書　平成２８年度 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度収納報告書 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度日報決済書 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度寄付金関係 86 信州高遠次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成２８年度 18 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成２８年度 18 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成２８年度 18 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成２８年度 47 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２８年度 47 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成２８年度 48 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 労働災害関係　平成２８年度 51 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年年末調整 49 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成２８年度 11 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成２８年度 44 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成２８年度 44 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成２８年度 44 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２８年度 44 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２８年度 44 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成２８年度 45 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 平成28年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成２８年度 42 信州高遠次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成２８年度 41 信州高遠次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2016年度 信州高遠 総務・管理係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 通勤届・通勤手当認定簿　平成２９年度 53 信州高遠次長 2018年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 扶養届・扶養手当認定簿　平成２９年度 53 信州高遠次長 2018年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 広域異動手当　平成２９年度 53 信州高遠次長 2018年4月1日 当該支給終了後、6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度タイニーキャンプ 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度アルプスチャレンジキャンプ 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度ログちゃんアドベンチャーキャンプ 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度幼稚園・保育園支援事業 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度通学合宿 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度信州高遠ボランティア養成研修 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度幼稚園等新規採用教員研修 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度教員免許状更新講習 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度信州高遠アセアン加盟国中学生招聘交流事業 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度子ども体験遊びリンピック 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度信州高遠星座観察会 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度ネット依存対策事業セルフディスカバリーキャンプ 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度親子で楽しむ”クリスマスの達人”セミナービギナー編 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度クリスマスマイスター 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度冬の高遠フェスティバル 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度自然の家でひなまつり 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度信州体験の風をおこそう運動事業 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度信州高遠ぽっかぽかキャンプ 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度後援依頼　共催依頼 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度早寝早起き朝ごはんキャラバン隊 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度社会教育実習 110 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 企画指導専門職 平成29年度ボランティア関係 109 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 受付票　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2017年度 信州高遠 事業推進係 事前打合わせ施設見学受付票　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 事前打合わせ・日帰り利用申込書　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 利用団体票　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 サービス向上委員会　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 利用者アンケート　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 利用者アンケート集計表　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 医務室利用者記録　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 気象データ　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 報告・提出関係　平成２９年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 研修指導員勤務実績簿　平成２９年度 59 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 外部研修指導員研修会　平成２９年度 97 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 キャンプファイアー消防署届出　平成２９年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 事業推進係 利用者数の確定　平成２９年度 105 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会　平成２９年度 21 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 長野県教職員互助組合　平成２９年度 64 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 研修・会議　平成２９年度 21 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 職務専念の義務の免除に関する綴　平成２９年度 59 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 休暇簿　平成２９年度 59 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 出勤簿　平成２９年度 59 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 時間外勤務書・管理簿　平成２９年度 59 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 旅行依頼　平成２９年度 27 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 旅行命令　平成２９年度 27 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 旅行計画書・報告書　平成２９年度 27 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 調査・照会　平成29年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 安全運転管理者講習会　平成29年度 66 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 伊那防火管理協会　平成29年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 第３陸上特殊無線技士養成講習会及び無線定期検査　平成29年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 施設概要　平成29年度 26 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 本部通知　平成29年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 郵便料金表示額記録簿・計器月計表　平成29年度 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 アカウント申請　平成29年度 29 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度予算関係 88 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度契約伺 97 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度支出決議及び支払依頼書 96 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度厨房　電気・水道検針表 97 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度宿舎関係 91 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度住宅事情調査 91 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度寄付物品等受入関係 92 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度調書関係 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度損害保険関係 30 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度車両運行日誌 92 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度債主登録依頼書 98 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度マニフェスト 96 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度研修指導員業務委託契約関係 97 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度郵便切手受払簿 22 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度健康診断関係 66 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度雇用保険・社会保険関係綴 65 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度共済組合関係 63 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度保険料明細一覧表 30 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 基準給与簿　平成２９年度 52 信州高遠次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 期末・勤勉手当　平成２９年度 52 信州高遠次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2017年度 信州高遠 総務・管理係 勤務時間報告書　平成２９年度 52 信州高遠次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事給与システムチェックリスト　平成２９年度 52 信州高遠次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 給食業務受託者の損益計算書　平成29年度 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度収納報告書 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度日報決済書 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度寄付金関係 86 信州高遠次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成２９年度 18 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成２９年度 18 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成２９年度 18 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成２９年度 47 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２９年度 47 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成２９年度 48 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 労働災害関係　平成29年度 51 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年年末調整 49 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成２９年度 11 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成２９年度 44 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成２９年度 44 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成２９年度 44 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成２９年度 44 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成２９年度 44 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成２９年度 45 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成２９年度 42 信州高遠次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成29年度 41 信州高遠次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 寒冷地手当　平成２９年度 53 信州高遠次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 住居届・住居手当認定簿　平成２９年度 53 信州高遠次長 2018年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成２９年度 53 信州高遠次長 2018年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度設備・機器点検・法定検査・調査　報告書 101 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度建物定期点検結果報告書綴 101 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度警備業務日誌　巡回箇所確認簿 102 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2017年度 信州高遠 総務・管理係 平成29年度清掃業務日誌 102 信州高遠次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 通勤届・通勤手当認定簿　平成30年度 53 信州高遠次長 2019年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 扶養届・扶養手当認定簿　平成30年度 53 信州高遠次長 2019年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 広域異動手当　平成30年度 53 信州高遠次長 2019年4月1日 当該支給終了後、6年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度タイニーキャンプ 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度アルプスチャレンジキャンプ 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度ログちゃんアドベンチャーキャンプ 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度幼稚園・保育園支援事業 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度通学合宿 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度信州高遠ボランティア養成研修 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度教員免許状更新講習 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度子ども体験遊びリンピック 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度信州高遠星座観察会 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度ネット依存対策事業セルフディスカバリーキャンプ 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度親子で楽しむ”クリスマスの達人”セミナービギナー編 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度クリスマスマイスター 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度冬の高遠フェスティバル 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度自然の家でひなまつり 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度信州体験の風をおこそう運動事業 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度信州高遠ぽっかぽかキャンプ 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度後援依頼　共催依頼 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度早寝早起き朝ごはんキャラバン隊 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度社会教育実習 110 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 企画指導専門職 平成30年度ボランティア関係 109 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 受付票　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 事前打合わせ施設見学受付票　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 事前打合わせ・日帰り利用申込書　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 利用団体票　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 サービス向上委員会　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 利用者アンケート　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 利用者アンケート集計表　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 医務室利用者記録　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 気象データ　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 報告・提出関係　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 研修指導員勤務実績簿　平成30年度 59 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 外部研修指導員研修会　平成30年度 97 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 キャンプファイアー消防署届出　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 事業推進係 利用者数の確定　平成30年度 105 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会　平成30年度 21 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 長野県教職員互助組合　平成30年度 64 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 研修・会議　平成30年度 21 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 職務専念の義務の免除に関する綴　平成30年度 59 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 休暇簿　平成30年度 59 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 出勤簿　平成30年度 59 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 時間外勤務書・管理簿　平成30年度 59 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 旅行依頼　平成30年度 27 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 旅行命令　平成30年度 27 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 旅行計画書・報告書　平成30年度 27 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 調査・照会　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 安全運転管理者講習会　平成30年度 66 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 伊那防火管理協会　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 第３陸上特殊無線技士養成講習会及び無線定期検査　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 施設概要　平成30年度 26 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 本部通知　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 郵便料金表示額記録簿・計器月計表　平成30年度 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 アカウント申請　平成30年度 29 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度予算関係 88 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度契約伺 97 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度支出決議及び支払依頼書 96 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度厨房　電気・水道検針表 97 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度宿舎関係 91 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度住宅事情調査 91 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度寄付物品等受入関係 92 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度調書関係 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度損害保険関係 30 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度車両運行日誌 92 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度債主登録依頼書 98 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度マニフェスト 96 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度研修指導員業務委託契約関係 97 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度郵便切手受払簿 22 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度健康診断関係 66 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度雇用保険・社会保険関係綴 65 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度共済組合関係 63 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度保険料明細一覧表 30 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 基準給与簿　平成30年度 52 信州高遠次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 期末・勤勉手当　平成30年度 52 信州高遠次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 勤務時間報告書　平成30年度 52 信州高遠次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事給与システムチェックリスト　平成30年度 52 信州高遠次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 給食業務受託者の損益計算書　平成30年度 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度収納報告書 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度日報決済書 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度寄付金関係 86 信州高遠次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 中期目標・中期計画・年度計画　平成30年度 18 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 点検・評価　平成30年度 18 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 職員会議事要録　平成30年度 18 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 職員採用関係（非常勤）　平成30年度 47 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成30年度 47 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成30年度 48 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 労働災害関係　平成30年度 51 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年年末調整 49 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 規程等制定・改正　平成30年度 11 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事異動関係等　平成30年度 44 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（信州大学）関係　平成30年度 44 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（長野県教委）関係　平成30年度 44 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（山梨県教委）関係　平成30年度 44 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事交流（愛知県教委）関係　平成30年度 44 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 労働基準監督署届出　平成30年度 45 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 人事記録　平成30年度 42 信州高遠次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 機構図　平成30年度 41 信州高遠次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 寒冷地手当　平成30年度 53 信州高遠次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 住居届・住居手当認定簿　平成30年度 53 信州高遠次長 2019年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成30年度 53 信州高遠次長 2019年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度設備・機器点検・法定検査・調査　報告書 101 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度建物定期点検結果報告書綴 101 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度警備業務日誌　巡回箇所確認簿 102 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2018年度 信州高遠 総務・管理係 平成30年度清掃業務日誌 102 信州高遠次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 通勤届・通勤手当認定簿　平成31年度 53 信州高遠次長 2020年4月1日 当該支給終了後、6年 当該支給終了後、6年 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 扶養届・扶養手当認定簿　平成31年度 53 信州高遠次長 2020年4月1日 当該支給終了後、6年 当該支給終了後、6年 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 広域異動手当　平成31年度 53 信州高遠次長 2020年4月1日 当該支給終了後、6年 当該支給終了後、6年 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度タイニーキャンプ 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度アルプスチャレンジキャンプ 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度幼児キャンプ～森の中へGo!!～ 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度通学合宿 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度信州高遠ボランティア養成研修 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度教員免許状更新講習 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度ミクロネシア諸島自然体験交流事業 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度子ども体験遊びリンピック 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度信州高遠星座観察会 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度ネット依存対策事業セルフディスカバリーキャンプ 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度体験の風ファミリーフェスティバル 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度自然見つけ隊 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度冬の高遠フェスティバル 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度自然の家でひなまつり 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度信州体験の風をおこそう運動事業 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度信州高遠ぽっかぽかキャンプ 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度ジャンプアップキャンプ 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度後援依頼　共催依頼 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度早寝早起き朝ごはんキャラバン隊 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度社会教育実習 110 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 企画指導専門職 平成31年度ボランティア関係 109 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 受付票　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 事前打合わせ施設見学受付票　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 事前打合わせ・日帰り利用申込書　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 利用団体票　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 サービス向上委員会　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 利用者アンケート　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 利用者アンケート集計表　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 医務室利用者記録　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 気象データ　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 報告・提出関係　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 研修指導員勤務実績簿　平成31年度 59 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 外部研修指導員研修会　平成31年度 97 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 キャンプファイアー消防署届出　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 利用者数の確定　平成31年度 105 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会　平成31年度 21 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 長野県教職員互助組合　平成31年度 64 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 研修・会議　平成31年度 21 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 職務専念の義務の免除に関する綴　平成31年度 59 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 休暇簿　平成31年度 59 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 出勤簿　平成31年度 59 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 時間外勤務書・管理簿　平成31年度 59 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 旅行依頼　平成31年度 27 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 旅行命令　平成31年度 27 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 旅行計画書・報告書　平成31年度 27 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 調査・照会　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 安全運転管理者講習会　平成31年度 66 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 伊那防火管理協会　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 第３陸上特殊無線技士養成講習会及び無線定期検査　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 施設概要　平成31年度 26 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 本部通知　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 郵便料金表示額記録簿・計器月計表　平成31年度 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 アカウント申請　平成31年度 29 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度予算関係 88 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度契約伺 97 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度支出決議及び支払依頼書 96 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度厨房　電気・水道検針表 97 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度宿舎関係 91 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度住宅事情調査 91 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度寄付物品等受入関係 92 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度調書関係 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度損害保険関係 30 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度車両運行日誌 92 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度債主登録依頼書 98 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度マニフェスト 96 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度研修指導員業務委託契約関係 97 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度郵便切手受払簿 22 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 平成31年度健康診断関係 66 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 平成31年度雇用保険・社会保険関係綴 65 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 平成31年度共済組合関係 63 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 平成31年度保険料明細一覧表 30 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 基準給与簿　平成31年度 52 信州高遠次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 期末・勤勉手当　平成31年度 52 信州高遠次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 勤務時間報告書　平成31年度 52 信州高遠次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事給与システムチェックリスト　平成31年度 52 信州高遠次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 給食業務受託者の損益計算書　平成31年度 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度収納報告書 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度日報決済書 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度寄付金関係 86 信州高遠次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 中期目標・中期計画・年度計画　平成31年度 18 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 点検・評価　平成31年度 18 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 職員会議事要録　平成31年度 18 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 職員採用関係（非常勤）　平成31年度 47 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事記録（非常勤職員）　平成31年度 47 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 文部科学省社会教育功労者表彰　平成31年度 48 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 労働災害関係　平成31年度 51 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 平成31年年末調整 49 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 規程等制定・改正　平成31年度 11 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事異動関係等　平成31年度 44 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事交流（信州大学）関係　平成31年度 44 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事交流（長野県教委）関係　平成31年度 44 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事交流（山梨県教委）関係　平成31年度 44 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事交流（愛知県教委）関係　平成31年度 44 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 労働基準監督署届出　平成31年度 45 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 人事記録　平成31年度 42 信州高遠次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 機構図　平成31年度 41 信州高遠次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 法人文書ファイル管理簿 10 信州高遠次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 事業推進係 検食日誌　平成31年度 111 信州高遠次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 文書処理簿　平成31年度 32 信州高遠次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 文書発送簿　平成31年度 32 信州高遠次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 寒冷地手当　平成31年度 53 信州高遠次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 住居届・住居手当認定簿　平成31年度 53 信州高遠次長 2020年4月1日 当該支給終了後、6年 当該支給終了後、6年 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2019年度 信州高遠 総務係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿　平成31年度 53 信州高遠次長 2020年4月1日 当該支給終了後、6年 当該支給終了後、6年 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 職員研修　平成31年度 68 信州高遠次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 総務係 身分証明書・諸証明　平成31年度 34 信州高遠次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度設備・機器点検・法定検査・調査　報告書 101 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度建物定期点検結果報告書綴 101 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度警備業務日誌　巡回箇所確認簿 102 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度清掃業務日誌 102 信州高遠次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2019年度 信州高遠 管理係 平成31年度施設整備計画 99 信州高遠次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　利用承諾伺 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　受付票　４～８月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　受付票　９月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　受付票　１０～１１月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　受付票　１２～３月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　野外活動実施表 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　利用団体票 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　日帰り利用申込書 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　アンケート 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　キャンセル綴り　４～６月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　キャンセル綴り　７～８月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　キャンセル綴り　９～３月 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　事前検食綴り 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　本部提出・報告関係 23 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　報告関係（伊那市） 23 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　火災とまぎらわしい煙又は火災を発生する恐れのある
行為の届出書

23 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　先行予約関係 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　運営協議会（研修部会） 108 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　広報関係 27 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　ブース関係 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 検食日誌 113 信州高遠次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 傷病記録 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　サービス向上委員会 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　学童クラブクラフト体験出前事業 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　ファミリーフェスティバル 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 事業推進係 令和２年度　ひなまつり 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　信州高遠ボランティア養成研修 109 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　タイニ―キャンプ 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　教員免許状更新講習 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　アルプスチャレンジキャンプ 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　事業一覧パンフレット 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　小学生ジオツア― 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　こもれびキャンプ 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　自然の家でひなまつり 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　社会教育実習関連資料 110 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　本部提出書類 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　後援依頼 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　国内旅行傷害保険加入者名簿 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　幼稚園等新規採用職員研修 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　生活・自立支援事業 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　ブースワーキング 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　幼稚園・保育園支援事業 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　ボランティアコーディネーター 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　業務実績シート 107 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　事業報告書 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　広報関係 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　学生サポーター 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　子どもゆめ基金 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　ジャンプアップキャンプ 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　信州高遠星座観察会 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　幼児キャンプ 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　「信州　体験の風をおこそう」 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　南アルプスジオパーク協議会 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　「早寝早起き朝ごはん」 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　ＮＥＡＬリーダー養成事業 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　教科等に関連付けた活動プログラム 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　体験の風　ファミリーフェスティバル 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 企画指導専門職 令和２年度　高校生体験活動顕彰制度 105 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　通勤届・通勤手当認定簿 53 信州高遠次長 2021年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　扶養届・扶養手当認定簿 53 信州高遠次長 2021年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　広域異動手当 53 信州高遠次長 2021年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　関東甲信越地区青少年教育施設協議会 21 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　長野県教職員互助組合 64 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　研修・会議 21 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 職令和２年度　務専念の義務の免除に関する綴 59 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　休暇簿 59 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　出勤簿 59 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　時間外勤務書・管理簿 59 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　調査・照会 22 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　安全運転管理者講習会 66 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　伊那防火管理協会 22 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　第３陸上特殊無線技士養成講習会及び無線定期検査 22 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　郵便料金表示額記録簿・計器月計表 22 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　健康診断関係 66 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　雇用保険・社会保険関係綴 65 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　共済組合関係 63 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　基準給与簿 52 信州高遠次長 2021年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　職員採用関係（非常勤） 47 信州高遠次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事記録（非常勤職員） 47 信州高遠次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　文部科学省社会教育功労者表彰 48 信州高遠次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　年末調整 49 信州高遠次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事異動関係等 44 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事交流（信州大学）関係 44 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事交流（長野県教委）関係 44 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事交流（山梨県教委）関係 44 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事交流（愛知県教委）関係 44 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　人事交流（新潟県教委）関係 44 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　労働基準監督署届出 45 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　文書処理簿 32 信州高遠次長 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　文書発送簿 32 信州高遠次長 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　住居届・住居手当認定簿 53 信州高遠次長 2021年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 総務係 令和２年度　単身赴任届・単身赴任手当認定簿 53 信州高遠次長 2021年4月1日 当該支給終了後、6年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　旅行依頼 27 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　旅行命令 27 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　旅行計画書・報告書 27 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　アカウント申請 29 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　予算関係 88 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　契約伺 97 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　支出決議及び支払依頼書 96 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　厨房　電気・水道検針表 97 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　宿舎関係 91 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　住宅事情調査 91 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　寄付物品等受入関係 92 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　調書関係 22 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　損害保険関係 30 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　車両運行日誌 92 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　債主登録依頼書 98 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　マニフェスト 96 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　研修指導員業務委託契約関係 97 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　郵便切手受払簿 22 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　給食業務受託者の損益計算書 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　収納報告書 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　日報決済書 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　寄付金関係 86 信州高遠次長 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2021年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　設備・機器点検・法定検査・調査　報告書 101 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　建物定期点検結果報告書綴 101 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　警備業務日誌　巡回箇所確認簿 102 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　清掃業務日誌 102 信州高遠次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2020年度 信州高遠 管理係 令和２年度　施設整備計画 99 信州高遠次長 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 利用承諾伺 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 受付票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 野外活動実施表 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 利用団体票 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 日帰り利用申込書 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 アンケート 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 キャンセル綴り 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 本部提出・報告関係 23 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 報告関係（伊那市） 23 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係
火災とまぎらわしい煙又は火災を発生する恐れのある行為の届出
書

23 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 先行予約関係 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 運営協議会（研修部会） 108 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 広報関係 27 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 検食日誌 113 信州高遠次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2021年度 信州高遠 事業推進係 傷病記録 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 物品貸出簿 115 信州高遠次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 郵便物・配達物受領簿（利用者宛） 115 信州高遠次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 サービス向上委員会 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 オリジナルクラフト体験出前事業 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 高遠フェスティバル 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係 ひなまつり 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 事業推進係  「早寝早起き朝ごはん」 107 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　信州高遠ボランティア養成研修 109 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　タイニ―キャンプ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　教員免許状更新講習 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　信州高遠サマーキャンプ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　事業一覧パンフレット 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　南アルプスジオパーク・ジオツアー関係資料 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　こもれびキャンプ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　社会教育実習関連資料 110 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　信州高遠ぽっかぽかキャンプ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　ボランティアコーディネーター 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　ジャンプアップキャンプ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　信州高遠星座観察会 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　幼児キャンプ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　「信州　体験の風をおこそう」 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　ミクロネシア諸島自然体験交流事業 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　地域探求プログラム　オリエンテーション合宿 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　地域探求プログラム　地方ステージ 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　たかとお森の楽校（特色化事業） 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　子どもゆめ基金２０周年事業　たかとお森の楽校～秋
～

105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　子どもゆめ基金２０周年事業　Let's　ファミキャン 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　信州高遠自然みつけ隊 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　信州高遠防災キャンプ地域探求プログラム　オリエン
テーション合宿

105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 企画指導専門職 令和３年度　新春たかとお書初め大会 105 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　通勤届・通勤手当認定簿 53 信州高遠次長 2022年4月1日 当該支給終了後、6年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　扶養届・扶養手当認定簿 53 信州高遠次長 2022年4月1日 当該支給終了後、6年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　広域異動手当 53 信州高遠次長 2022年4月1日 当該支給終了後、6年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　研修・会議 21 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 職令和３年度　務専念の義務の免除に関する綴 59 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　休暇簿 59 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　出勤簿 59 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　時間外勤務書・管理簿 59 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　調査・照会 22 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　郵便料金表示額記録簿・計器月計表 22 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　健康診断関係 66 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　雇用保険・社会保険関係綴 65 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　共済組合関係 63 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　基準給与簿 52 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　年末調整 49 信州高遠次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　人事異動関係等 44 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　人事交流（信州大学）関係 44 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　人事交流（長野県教委）関係 44 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　人事交流（山梨県教委）関係 44 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　人事交流（愛知県教委）関係 44 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　人事交流（新潟県教委）関係 44 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄



2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　労働基準監督署届出 45 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　文書処理簿 32 信州高遠次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　文書発送簿 32 信州高遠次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和３年度　住居届・住居手当認定簿 53 信州高遠次長 2022年4月1日 当該支給終了後、6年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 総務係 令和２年度　単身赴任届・単身赴任手当認定簿 53 信州高遠次長 2022年4月1日 当該支給終了後、6年 2028年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　旅行依頼 27 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　旅行命令 27 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　予算関係 88 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　契約伺 97 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　支出決議及び支払依頼書 96 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　厨房　電気・水道検針表 97 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　宿舎関係 91 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　寄付物品等受入関係 92 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　調書関係 22 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　損害保険関係 30 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　車両運行日誌 92 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　債主登録依頼書 98 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　マニフェスト 96 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　研修指導員業務委託契約関係 97 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和２年度　給食業務受託者の損益計算書 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　シーツ等使用カード 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　収納報告書 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　日報決済書 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　料金徴収確認日報 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　自動販売機売上報告書 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　寄付金関係 86 信州高遠次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　法人財産使用許可 82 信州高遠次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　管理固定資産台帳 76 信州高遠次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　設備・機器点検・法定検査・調査　報告書 101 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　建物定期点検結果報告書綴 101 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　警備業務日誌　巡回箇所確認簿 102 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

2021年度 信州高遠 管理係 令和３年度　清掃業務日誌 102 信州高遠次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 信州高遠次長 廃棄

1991年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成３年度） 70 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1991年度 妙高 文書・広報 公印関係・公印台帳（平成３年度） 5 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1991年度 妙高 工事 工事完成図（平成３年度） 71 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1991年度 妙高 工事 工事記録写真（平成３年度） 71 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1991年度 妙高 運営 事業開始関係 3 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1991年度 妙高 人事 人事記録（常勤職員） 43 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1991年度 妙高 人事 任免発令関係（平成３年度　常勤職員） 43 妙高次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1992年度 妙高 運営 開所式関係 4 妙高次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1992年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成４年度） 70 妙高次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1992年度 妙高 工事 工事完成図（平成４年度） 71 妙高次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1992年度 妙高 工事 工事記録写真（平成４年度） 71 妙高次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1992年度 妙高 人事 任免発令関係（平成４年度　常勤職員） 43 妙高次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1993年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成５年度） 70 妙高次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1993年度 妙高 工事 工事完成図（平成５年度） 71 妙高次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1993年度 妙高 工事 工事記録写真（平成５年度） 71 妙高次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1993年度 妙高 人事 任免発令関係（平成５年度　常勤職員） 43 妙高次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1994年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成６年度） 70 妙高次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1994年度 妙高 工事 工事完成図（平成６年度） 71 妙高次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1994年度 妙高 工事 工事記録写真（平成６年度） 71 妙高次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1994年度 妙高 人事 任免発令関係（平成６年度　常勤職員） 43 妙高次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄



1994年度 妙高 広報 妙高自然の家のマスコットについて 8 妙高次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1995年度 妙高 国有財産 国有財産価格改定評価調書（平成７年度） 76 妙高次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1995年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成７年度） 70 妙高次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1995年度 妙高 工事 工事完成図（平成７年度） 71 妙高次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1995年度 妙高 工事 工事記録写真（平成７年度） 71 妙高次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1995年度 妙高 人事 任免発令関係（平成７年度　常勤職員） 43 妙高次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1996年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成８年度） 70 妙高次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1996年度 妙高 工事 工事完成図（平成８年度） 71 妙高次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1996年度 妙高 工事 工事記録写真（平成８年度） 71 妙高次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1996年度 妙高 人事 任免発令関係（平成８年度　常勤職員） 43 妙高次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1997年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成９年度） 70 妙高次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1997年度 妙高 工事 工事完成図（平成９年度） 71 妙高次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1997年度 妙高 工事 工事記録写真（平成９年度） 71 妙高次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1997年度 妙高 人事 任免発令関係（平成９年度　常勤職員） 43 妙高次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1998年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成１０年度） 70 妙高次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1998年度 妙高 工事 工事完成図（平成１０年度） 71 妙高次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1998年度 妙高 工事 工事記録写真（平成１０年度） 71 妙高次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1998年度 妙高 人事 任免発令関係（平成１０年度　常勤職員） 43 妙高次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1999年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成１１年度） 70 妙高次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1999年度 妙高 工事 工事完成図（平成１１年度） 71 妙高次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1999年度 妙高 工事 工事記録写真（平成１１年度） 71 妙高次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1999年度 妙高 人事 任免発令関係（平成１１年度　常勤職員） 43 妙高次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 国有財産 国有財産価格改定評価調書（平成１２年度） 76 妙高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 国有財産 国有財産台帳 76 妙高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 運営 所内制定規則関係（平成３，平成５～１２年度） 11 妙高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 人事 定員管理簿（平成３年度～平成１２年度） 44 妙高次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成１２年度） 70 妙高次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 工事 工事完成図（平成１２年度） 71 妙高次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2000年度 妙高 工事 工事記録写真（平成１２年度） 71 妙高次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 運営 本部制定規則関係（平成１３年度） 11 妙高次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 運営 開所１０周年記念行事関係 4 妙高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 工事 官公庁関係提出書類（平成１３年度） 70 妙高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 文書・広報 公印関係・公印台帳（平成１３年度） 5 妙高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 工事 工事完成図（平成１３年度） 71 妙高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 工事 工事記録写真（平成１３年度） 71 妙高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2001年度 妙高 運営 独立行政法人移行関係 3 妙高次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 群馬県教育委員会人事交流関係（平成１４年度） 44 妙高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 新潟県教育委員会人事交流関係（平成１４年度） 44 妙高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 新潟県内国立学校人事交流関係（平成１４年度） 44 妙高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 千葉県教育委員会人事交流関係（平成１４年度） 44 妙高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 労使協定書（平成１４年度） 45 妙高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 労働基準監督署届出関係（平成１４年度） 45 妙高次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 給与発令関係（平成１４年度） 43 妙高次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 任免発令関係（平成１４年度　常勤職員） 43 妙高次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2002年度 妙高 人事 労働条件通知書関係（平成１４年度） 43 妙高次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 群馬県教育委員会人事交流関係（平成１５年度） 44 妙高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 新潟県教育委員会人事交流関係（平成１５年度） 44 妙高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 新潟県内国立学校人事交流関係（平成１５年度） 44 妙高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 千葉県教育委員会人事交流関係（平成１５年度） 44 妙高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 労使協定書（平成１５年度） 45 妙高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 労働基準監督署届出関係（平成１５年度） 45 妙高次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 給与発令関係（平成１５年度） 43 妙高次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2003年度 妙高 人事 任免発令関係（平成１５年度　常勤職員） 43 妙高次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2003年度 妙高 人事 労働条件通知書関係（平成１５年度） 43 妙高次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 群馬県教育委員会人事交流関係（平成１６年度） 44 妙高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 新潟県教育委員会人事交流関係（平成１６年度） 44 妙高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 新潟県内国立学校人事交流関係（平成１６年度） 44 妙高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 千葉県教育委員会人事交流関係（平成１６年度） 44 妙高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 労使協定書（平成１６年度） 45 妙高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 労働基準監督署届出関係（平成１６年度） 45 妙高次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 給与発令関係（平成１６年度） 43 妙高次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 任免発令関係（平成１６年度　常勤職員） 43 妙高次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2004年度 妙高 人事 労働条件通知書関係（平成１６年度） 43 妙高次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 群馬県教育委員会人事交流関係（平成１７年度） 44 妙高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 新潟県教育委員会人事交流関係（平成１７年度） 44 妙高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 新潟県内国立学校人事交流関係（平成１７年度） 44 妙高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 千葉県教育委員会人事交流関係（平成１７年度） 44 妙高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 労使協定書（平成１７年度） 45 妙高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 労働基準監督署届出関係（平成１７年度） 45 妙高次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 給与発令関係（平成１７年度） 43 妙高次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 任免発令関係（平成１７年度　常勤職員） 43 妙高次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2005年度 妙高 人事 労働条件通知書関係（平成１７年度） 43 妙高次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 教育委員会人事交流関係（平成１８年度） 44 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 管理（施設） 借用土地 77 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 所内規則等制定関係（平成１８年度） 11 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 新潟県内国立学校人事交流関係（平成１８年度） 44 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 人事交流に関する覚書（平成１８年度） 44 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 本部制定規則関係（平成１８年度） 11 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 労使協定書（平成１８年度） 45 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 労働基準監督署届出関係（平成１８年度） 45 妙高次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 文書管理関係（平成１８年度） 10 妙高次長 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 公印関係・公印台帳（平成１８年度） 5 妙高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 人事記録（常勤職員）（平成１８年度） 43 妙高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 任免発令関係（常勤職員）（平成１８年度） 43 妙高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2006年度 妙高 総務 労働条件通知書関係（平成１８年度） 43 妙高次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 関係機関との協定関係（平成１９年度） 44 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 教育委員会人事交流関係（平成１９年度） 44 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 管理（施設） 借用土地 77 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 所内規則等制定関係(平成１９年度） 11 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 管理（施設） 消防関係綴 15 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 新潟県内国立学校人事交流関係（平成１９年度） 44 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 人事交流に関する覚書（平成１９年度） 44 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 本部制定規則関係(平成１９年度） 11 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 労使協定書（平成１９年度） 45 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 労働基準監督署届出関係（平成１９年度） 45 妙高次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 文書管理関係（平成１９年度） 10 妙高次長 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 公印関係・公印台帳（平成１９年度） 5 妙高次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 人事記録（常勤職員）（平成１９年度） 43 妙高次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 任免発令関係（常勤職員）（平成１９年度） 43 妙高次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2007年度 妙高 総務 労働条件通知書関係（平成１９年度） 43 妙高次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 関係機関との協定関係（平成２０年度） 44 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 教育委員会人事交流関係（平成２０年度） 44 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 管理（施設） 借用土地（平成20年度） 77 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 所内規則等制定関係(平成２０年度） 11 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2008年度 妙高 管理（施設） 消防関係綴（平成20年度） 15 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２０年度） 44 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 人事交流に関する覚書（平成２０年度） 44 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 本部制定規則関係(平成２０年度） 11 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 労使協定書（平成２０年度） 45 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 労働基準監督署届出関係（平成２０年度） 45 妙高次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 文書管理関係（平成２０年度） 10 妙高次長 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 公印関係・公印台帳（平成２０年度） 5 妙高次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 人事記録（常勤職員）（平成２０年度） 43 妙高次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 任免発令関係（常勤職員）（平成２０年度） 43 妙高次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2008年度 妙高 総務 労働条件通知書関係（平成２０年度） 43 妙高次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 関係機関との協定関係（平成２１年度） 44 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 教育委員会人事交流関係（平成２１年度） 44 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 管理（施設） 借用土地（平成21年度） 77 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 所内規則等制定関係(平成２１年度） 11 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 管理（施設） 消防関係綴（平成21年度） 15 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２１年度） 44 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 人事異動（転出）関係（平成２１年度） 44 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 人事管理資料（平成２１年度） 44 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 人事交流に関する覚書（平成２１年度） 44 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 本部制定規則関係(平成２１年度） 11 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 労使協定書（平成２１年度） 45 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 労働基準監督署届出関係（平成２１年度） 45 妙高次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 文書管理関係（平成２１年度） 10 妙高次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 公印関係・公印台帳（平成２１年度） 5 妙高次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 人事記録（常勤職員）（平成２１年度） 43 妙高次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 任免発令関係（常勤職員）（平成２１年度） 43 妙高次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2009年度 妙高 総務 労働条件通知書関係（平成２１年度） 43 妙高次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２２年度） 44 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 関係機関との協定関係（平成２２年度） 44 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２２年度） 44 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 管理係 借用土地（平成２２年度） 77 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２２年度） 11 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２２年度） 15 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２２年度） 44 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２２年度） 44 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２２年度） 11 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２２年度） 45 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２２年度） 45 妙高次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 文書管理関係（平成２２年度） 10 妙高次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係 4 妙高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 公印関係・公印台帳（平成２２年度） 5 妙高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２２年度） 43 妙高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2010年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２２年度） 43 妙高次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２３年度） 44 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 関係機関との協定関係（平成２３年度） 44 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２３年度） 44 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 管理係 借用土地（平成２３年度） 77 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２３年度） 11 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２３年度） 15 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２３年度） 44 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２３年度） 44 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2011年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２３年度） 11 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２３年度） 45 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２３年度） 45 妙高次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 東日本大震災関係 10 妙高次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 文書管理関係（平成２３年度） 10 妙高次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係 4 妙高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 公印関係・公印台帳（平成２３年度） 5 妙高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２３年度） 43 妙高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2011年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２３年度） 43 妙高次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成２４年度） 47 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成２４
年度）

18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成２４年度） 80 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成２４年度） 51 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成２４年度） 47 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 年度計画（平成２４年度） 18 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成２４年度） 47 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 表彰関係（平成２４年度） 48 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成２４年度） 82 妙高次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成２４年度） 44 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２４年度） 44 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２４年度） 44 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 管理係 借用土地（平成２４年度） 77 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２４年度） 11 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２４年度） 15 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２４年度） 44 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２４年度） 44 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２４年度） 11 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２４年度） 45 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２４年度） 45 妙高次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成２４年度） 10 妙高次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係 4 妙高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（平成２５年度） 4 妙高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（平成２６年度） 4 妙高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２４年度） 43 妙高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2012年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２４年度） 43 妙高次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成２５年度） 47 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成２５
年度）

18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成２５年度） 80 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成２５年度） 51 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成２５年度） 47 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2013年度 妙高 総務係 年度計画（平成２５年度） 18 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成２５年度） 47 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 表彰関係（平成２５年度） 48 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成２５年度） 82 妙高次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成２５年度） 44 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２５年度） 44 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２５年度） 44 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 管理係 借用土地（平成２５年度） 77 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２５年度） 11 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２５年度） 15 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２５年度） 44 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２５年度） 44 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２５年度） 11 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２５年度） 45 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２５年度） 45 妙高次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成２５年度） 10 妙高次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２５年度） 43 妙高次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2013年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２５年度） 43 妙高次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成２６年度） 47 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成２６
年度）

18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成２６年度） 80 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成２６年度） 51 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成２６年度） 47 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 年度計画（平成２６年度） 18 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成２６年度） 47 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 表彰関係（平成２６年度） 48 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成２６年度） 82 妙高次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成２６年度） 44 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２６年度） 44 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２６年度） 44 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 管理係 借用土地（平成２６年度） 77 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２６年度） 11 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２６年度） 15 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２６年度） 44 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２６年度） 44 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２６年度） 11 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２６年度） 45 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２６年度） 45 妙高次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成２６年度） 10 妙高次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２６年度） 43 妙高次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2014年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２６年度） 43 妙高次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 外部資金関係（平成２７年度） 86 妙高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 寄附金関係（平成２７年度） 86 妙高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（平成２７年度） 86 妙高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 私費光熱水料（平成２７年度） 86 妙高次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2015年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成２７年度） 47 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成２７
年度）

18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成２７年度） 80 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成２７年度） 51 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成２７年度） 47 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 年度計画（平成２７年度） 18 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成２７年度） 47 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 表彰関係（平成２７年度） 48 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成２７年度） 82 妙高次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成２７年度） 44 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２７年度） 44 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２７年度） 44 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 借用土地（平成２７年度） 77 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２７年度） 11 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２７年度） 15 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２７年度） 44 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２７年度） 44 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２７年度） 11 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２７年度） 45 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２７年度） 45 妙高次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成２７年度） 10 妙高次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（平成２７年度） 4 妙高次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２７年度） 43 妙高次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2015年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２７年度） 43 妙高次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 給与関係（平成２８年度） 52 妙高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 昇給・昇格・期末手当・勤勉手当関係（平成２８年度） 52 妙高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 基準給与簿（平成２８年度） 52 妙高次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 外部資金関係（平成２８年度） 86 妙高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 寄附金関係（平成２８年度） 86 妙高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（平成２８年度） 86 妙高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 私費光熱水料（平成２８年度） 86 妙高次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成２８年度） 47 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成２８
年度）

18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成２８年度） 80 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成２８年度） 51 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成２８年度） 47 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 年度計画（平成２８年度） 18 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成２８年度） 47 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 表彰関係（平成２８年度） 48 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成２８年度） 82 妙高次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成２８年度） 44 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2016年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２８年度） 44 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２８年度） 44 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 借用土地（平成２８年度） 77 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２８年度） 11 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２８年度） 15 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２８年度） 44 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２８年度） 44 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２８年度） 11 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２８年度） 45 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２８年度） 45 妙高次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成２８年度） 10 妙高次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（平成２８年度） 4 妙高次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２８年度） 43 妙高次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2016年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２８年度） 43 妙高次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 監査等関係綴（平成２９年度） 24 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 企画事業（平成２９年度） 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 ゲストルーム使用願(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 自衛隊関山演習場立入許可申請書(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 時間外勤務書（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会委嘱関係（平成２９年度） 60 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 情報システム関係（平成２９年度） 29 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 スバルホール受付簿(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 プログラム企画専門部会（平成２９年度） 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 ボランティア関係（平成２９年度） 109 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 レンタルスキー関係(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 安全運転管理者（妙高地区交通安全協会）関係（平成２９年度） 66 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 会計関係（平成２９年度） 90 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 概要作成関係（平成２９年度） 26 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 活動プログラム関係（平成２９年度） 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 活動調整プログラム(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 環境報告書関係（平成２９年度） 90 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 休暇簿（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 休日の振替関係（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 給食業務等委託関係（平成２９年度） 97 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 共催・後援等名義関係（平成２９年度） 25 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 共済組合関係（平成２９年度） 63 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 勤務割振関係（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 勤務時間報告書（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 契約関係（平成２９年度） 97 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 慶弔関係（平成２９年度） 22 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 月別利用状況(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 検収簿（平成２９年度） 96 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 研修支援事業アンケート(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 減損会計関係（平成２９年度） 90 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 雇用保険関係（平成２９年度） 65 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 財形貯蓄関係（平成２９年度） 62 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 財形貯蓄控除明細（平成２９年度） 62 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 財産形成貯蓄覚書（平成２９年度） 62 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 支払依頼書及び送付簿（平成２９年度） 88 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 事業等アンケート（平成２９年度） 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 事業等報告書関係（平成２９年度） 107 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 自動販売機（平成２９年度） 97 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2017年度 妙高 企画指導専門職 社会教育実習関係（平成２９年度） 110 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 社会保険関係（平成２９年度） 65 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 受付票(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 収納報告書（平成２９年度） 90 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 宿舎関係（平成２９年度） 91 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 出勤簿（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 出張依頼伺（平成２９年度） 27 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 出張命令伺（平成２９年度） 27 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 所内職員研修関係（平成２９年度） 22 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 庶務関係（平成２９年度） 22 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 小荷物専用昇降機関係綴（平成２９年度） 96 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 浄化槽関係綴（平成２９年度） 96 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 職員健康診断票・検査記録（平成２９年度） 66 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 職員定期健康診断関係（平成２９年度） 66 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 職務専念義務の免除関係（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 身上調書（平成２９年度） 57 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 代休日指定簿（平成２９年度） 59 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 団体保険関係（平成２９年度） 30 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 地下タンク貯蔵所点検記録表関係綴（平成２９年度） 96 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 企画指導専門職 直接指導・打ち合わせ関係（平成２９年度） 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 電気設備関係綴（平成２９年度） 96 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 登山・キャンプファイヤー計画書(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 年賀状関係（平成２９年度） 22 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 文書処理簿（平成２９年度） 21 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 保健室利用記録・医療機関受診者記録票(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 野外炊事棟受付簿(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 郵便物差出票（平成２９年度） 22 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 予算決算関係（平成２９年度） 88 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 利用の手引き関係(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 利用受付簿(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 利用申込書(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 利用団体管理システム関係（平成２９年度） 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 事業推進係 利用団体票(平成２９年度) 105 妙高次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 給与関係（平成２９年度） 52 妙高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 昇給・昇格・期末手当・勤勉手当関係（平成２９年度） 52 妙高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 基準給与簿（平成２９年度） 52 妙高次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 外部資金関係（平成２９年度） 86 妙高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 寄附金関係（平成２９年度） 86 妙高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（平成２９年度） 86 妙高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 私費光熱水料（平成２９年度） 86 妙高次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成２９年度） 47 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成２９
年度）

18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成２９年度） 80 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成２９年度） 51 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成２９年度） 47 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 年度計画（平成２９年度） 18 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2017年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成２９年度） 47 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 表彰関係（平成２９年度） 48 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成２９年度） 82 妙高次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成２９年度） 44 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成２９年度） 44 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成２９年度） 44 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 借用土地（平成２９年度） 77 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成２９年度） 11 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成２９年度） 15 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成２９年度） 44 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成２９年度） 44 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成２９年度） 11 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 労使協定書（平成２９年度） 45 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成２９年度） 45 妙高次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成２９年度） 10 妙高次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（平成２９年度） 4 妙高次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成２９年度） 43 妙高次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2017年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成２９年度） 43 妙高次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 運営委員会委嘱関係（平成３０年度） 60 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 監査等関係綴（平成３０年度） 24 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 管理保守等綴（平成３０年度） 101 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 企画事業（平成３０年度） 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 ゲストルーム使用願(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 自衛隊関山演習場立入許可申請書(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 時間外勤務書（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 情報システム関係（平成３０年度） 29 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 スバルホール受付簿(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 ばい煙測定結果（平成３０年度） 101 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 プログラム企画専門部会（平成３０年度） 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 ボランティア関係（平成３０年度） 109 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 レンタルスキー関係(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 安全運転管理者（妙高地区交通安全協会）関係（平成３０年度） 66 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 会計関係（平成３０年度） 90 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 概要作成関係（平成３０年度） 26 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 活動プログラム関係（平成３０年度） 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 活動調整プログラム(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 環境報告書関係（平成３０年度） 90 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 簡易水道関係綴（平成３０年度） 101 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 休暇簿（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 休日の振替関係（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 給食業務等委託関係（平成３０年度） 97 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 共催・後援等名義関係（平成３０年度） 25 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 共済組合関係（平成３０年度） 63 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 勤務割振関係（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 勤務時間報告書（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 契約関係（平成３０年度） 97 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 慶弔関係（平成３０年度） 22 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 月別利用状況(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 検収簿（平成３０年度） 96 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 研修支援事業アンケート(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 減損会計関係（平成３０年度） 90 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 雇用保険関係（平成３０年度） 65 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2018年度 妙高 総務係 財形貯蓄関係（平成３０年度） 62 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 財形貯蓄控除明細（平成３０年度） 62 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 財産形成貯蓄覚書（平成３０年度） 62 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 作業日誌（清掃）（平成３０年度） 102 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 作業日誌（設備）（平成３０年度） 102 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 支払依頼書及び送付簿（平成３０年度） 88 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 事業等アンケート（平成３０年度） 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 事業等報告書関係（平成３０年度） 107 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 自動販売機（平成３０年度） 97 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 社会教育実習関係（平成３０年度） 110 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 社会保険関係（平成３０年度） 65 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 受付票(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 収納報告書（平成３０年度） 90 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 宿舎関係（平成３０年度） 91 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 出勤簿（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 出張依頼伺（平成３０年度） 27 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 出張命令伺（平成３０年度） 27 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 所内職員研修関係（平成３０年度） 22 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 庶務関係（平成３０年度） 22 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 除雪作業報告書（平成３０年度） 102 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 小荷物専用昇降機関係綴（平成３０年度） 96 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 浄化槽関係綴（平成３０年度） 96 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 職員健康診断票・検査記録（平成３０年度） 66 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 職員定期健康診断関係（平成３０年度） 66 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 職務専念義務の免除関係（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 身上調書（平成３０年度） 57 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 代休日指定簿（平成３０年度） 59 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 団体保険関係（平成３０年度） 30 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 地下タンク貯蔵所点検記録表関係綴（平成３０年度） 96 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 企画指導専門職 直接指導・打ち合わせ関係（平成３０年度） 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 電気設備関係綴（平成３０年度） 96 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 登山・キャンプファイヤー計画書(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 年賀状関係（平成３０年度） 22 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 文書処理簿（平成３０年度） 21 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 保健室利用記録・医療機関受診者記録票(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 野外炊事棟受付簿(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 郵便物差出票（平成３０年度） 22 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 予算決算関係（平成３０年度） 88 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 利用の手引き関係(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 利用受付簿(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 利用申込書(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 利用団体管理システム関係（平成３０年度） 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 事業推進係 利用団体票(平成３０年度) 105 妙高次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 給与関係（平成３０年度） 52 妙高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 昇給・昇格・期末手当・勤勉手当関係（平成３０年度） 52 妙高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 基準給与簿（平成３０年度） 52 妙高次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 外部資金関係（平成３０年度） 86 妙高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 寄附金関係（平成３０年度） 86 妙高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（平成３０年度） 86 妙高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 私費光熱水料（平成３０年度） 86 妙高次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 業務実績シート（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2018年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（平成３０年度） 47 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係
新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（平成３０
年度）

18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 企画・運営会議（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 建物・土地関係（平成３０年度） 80 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 事故・災害関係（平成３０年度） 51 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（平成３０年度） 47 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 年度計画（平成３０年度） 18 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（平成３０年度） 47 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 表彰関係（平成３０年度） 48 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 不動産貸付（平成３０年度） 82 妙高次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 各種協定関係（平成３０年度） 44 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（平成３０年度） 44 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（平成３０年度） 44 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 借用土地（平成３０年度） 77 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(平成３０年度） 11 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 管理係 消防関係綴（平成３０年度） 15 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（平成３０年度） 44 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（平成３０年度） 44 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(平成３０年度） 11 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 労使協定書（平成３０年度） 45 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（平成３０年度） 45 妙高次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（平成３０年度） 10 妙高次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（平成３０年度） 4 妙高次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（平成３０年度） 43 妙高次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2018年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（平成３０年度） 43 妙高次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 職員研修・派遣等（令和元年度） 68 妙高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 各種証明書発行関係（令和元年度） 34 妙高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 兼業関係（令和元年度） 67 妙高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 職員身分証発行関係（令和元年度） 69 妙高次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 運営委員会委嘱関係（令和元年度） 60 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 監査等関係綴（令和元年度） 24 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 管理保守等綴（令和元年度） 101 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 企画事業（令和元年度） 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 ゲストルーム使用願(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 自衛隊関山演習場立入許可申請書(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 時間外勤務書（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 情報システム関係（令和元年度） 29 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 スバルホール受付簿(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 ばい煙測定結果（令和元年度） 101 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 プログラム企画専門部会（令和元年度） 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 ボランティア関係（令和元年度） 109 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 レンタルスキー関係(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 安全運転管理者（妙高地区交通安全協会）関係（令和元年度） 66 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 会計関係（令和元年度） 90 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 概要作成関係（令和元年度） 26 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 活動プログラム関係（令和元年度） 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 活動調整プログラム(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 環境報告書関係（令和元年度） 90 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 簡易水道関係綴（令和元年度） 101 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2019年度 妙高 総務係 休暇簿（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 休日の振替関係（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 給食業務等委託関係（令和元年度） 97 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 共催・後援等名義関係（令和元年度） 25 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 共済組合関係（令和元年度） 63 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 勤務割振関係（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 勤務時間報告書（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 契約関係（令和元年度） 97 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 慶弔関係（令和元年度） 22 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 月別利用状況(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 検収簿（令和元年度） 96 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 研修支援事業アンケート(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 減損会計関係（令和元年度） 90 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 雇用保険関係（令和元年度） 65 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 財形貯蓄関係（令和元年度） 62 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 財形貯蓄控除明細（令和元年度） 62 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 財産形成貯蓄覚書（令和元年度） 62 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 作業日誌（清掃）（令和元年度） 102 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 作業日誌（設備）（令和元年度） 102 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 支払依頼書及び送付簿（令和元年度） 88 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 事業等アンケート（令和元年度） 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 事業等報告書関係（令和元年度） 107 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 自動販売機（令和元年度） 97 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 社会教育実習関係（令和元年度） 110 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 社会保険関係（令和元年度） 65 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 受付票(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 収納報告書（令和元年度） 90 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 宿舎関係（令和元年度） 91 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 出勤簿（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 出張依頼伺（令和元年度） 27 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 出張命令伺（令和元年度） 27 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 所内職員研修関係（令和元年度） 22 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 庶務関係（令和元年度） 22 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 除雪作業報告書（令和元年度） 102 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 小荷物専用昇降機関係綴（令和元年度） 96 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 浄化槽関係綴（令和元年度） 96 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 職員健康診断票・検査記録（令和元年度） 66 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 職員定期健康診断関係（令和元年度） 66 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 職務専念義務の免除関係（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 身上調書（令和元年度） 57 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 代休日指定簿（令和元年度） 59 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 団体保険関係（令和元年度） 30 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 地下タンク貯蔵所点検記録表関係綴（令和元年度） 96 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 企画指導専門職 直接指導・打ち合わせ関係（令和元年度） 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 電気設備関係綴（令和元年度） 96 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 登山・キャンプファイヤー計画書(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 年賀状関係（令和元年度） 22 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 文書処理簿（令和元年度） 21 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 保健室利用記録・医療機関受診者記録票(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 野外炊事棟受付簿(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 郵便物差出票（令和元年度） 22 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 予算決算関係（令和元年度） 88 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2019年度 妙高 事業推進係 利用の手引き関係(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 利用受付簿(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 利用申込書(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 利用団体管理システム関係（令和元年度） 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 事業推進係 利用団体票(令和元年度) 105 妙高次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 給与関係（令和元年度） 52 妙高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 昇給・昇格・期末手当・勤勉手当関係（令和元年度） 52 妙高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 基準給与簿（令和元年度） 52 妙高次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 外部資金関係（令和元年度） 86 妙高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 寄附金関係（令和元年度） 86 妙高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（令和元年度） 86 妙高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 私費光熱水料（令和元年度） 86 妙高次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 業務実績シート（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（令和元年度） 47 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（令和元
年度）

18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 企画・運営会議（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 建物・土地関係（令和元年度） 80 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 事故・災害関係（令和元年度） 51 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（令和元年度） 47 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 年度計画（令和元年度） 18 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（令和元年度） 47 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 表彰関係（令和元年度） 48 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 不動産貸付（令和元年度） 82 妙高次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 各種協定関係（令和元年度） 44 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（令和元年度） 44 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（令和元年度） 44 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 借用土地（令和元年度） 77 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(令和元年度） 11 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 管理係 消防関係綴（令和元年度） 15 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（令和元年度） 44 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（令和元年度） 44 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(令和元年度） 11 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 労使協定書（令和元年度） 45 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（令和元年度） 45 妙高次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（令和元年度） 10 妙高次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（令和元年度） 4 妙高次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（令和元年度） 43 妙高次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2019年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（令和元年度） 43 妙高次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 職員研修・派遣等（令和２年度） 68 妙高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 各種証明書発行関係（令和２年度） 34 妙高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 兼業関係（令和２年度） 67 妙高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 職員身分証発行関係（令和２年度） 69 妙高次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 運営委員会委嘱関係（令和２年度） 60 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 監査等関係綴（令和２年度） 24 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 管理保守等綴（令和２年度） 101 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 企画事業（令和２年度） 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 ゲストルーム使用願(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 自衛隊関山演習場立入許可申請書(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2020年度 妙高 総務係 時間外勤務書（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 情報システム関係（令和２年度） 29 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 スバルホール受付簿(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 ばい煙測定結果（令和２年度） 101 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 プログラム企画専門部会（令和２年度） 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 ボランティア関係（令和２年度） 109 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 レンタルスキー関係(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 安全運転管理者（妙高地区交通安全協会）関係（令和２年度） 66 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 会計関係（令和２年度） 90 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 概要作成関係（令和２年度） 26 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 活動プログラム関係（令和２年度） 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 活動調整プログラム(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 環境報告書関係（令和２年度） 90 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 簡易水道関係綴（令和２年度） 101 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 休暇簿（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 休日の振替関係（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 給食業務等委託関係（令和２年度） 97 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 共催・後援等名義関係（令和２年度） 25 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 共済組合関係（令和２年度） 63 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 勤務割振関係（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 勤務時間報告書（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 契約関係（令和２年度） 97 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 慶弔関係（令和２年度） 22 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 月別利用状況(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 検収簿（令和２年度） 96 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 研修支援事業アンケート(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 減損会計関係（令和２年度） 90 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 雇用保険関係（令和２年度） 65 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 財形貯蓄関係（令和２年度） 62 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 財形貯蓄控除明細（令和２年度） 62 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 財産形成貯蓄覚書（令和２年度） 62 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 作業日誌（清掃）（令和２年度） 102 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 作業日誌（設備）（令和２年度） 102 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 支払依頼書及び送付簿（令和２年度） 88 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 事業等アンケート（令和２年度） 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 事業等報告書関係（令和２年度） 107 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 自動販売機（令和２年度） 97 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 社会教育実習関係（令和２年度） 110 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 社会保険関係（令和２年度） 65 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 受付票(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 収納報告書（令和２年度） 90 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 宿舎関係（令和２年度） 91 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 出勤簿（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 出張依頼伺（令和２年度） 27 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 出張命令伺（令和２年度） 27 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 所内職員研修関係（令和２年度） 22 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 庶務関係（令和２年度） 22 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 除雪作業報告書（令和２年度） 102 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 小荷物専用昇降機関係綴（令和２年度） 96 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 浄化槽関係綴（令和２年度） 96 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 職員健康診断票・検査記録（令和２年度） 66 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 職員定期健康診断関係（令和２年度） 66 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2020年度 妙高 総務係 職務専念義務の免除関係（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 身上調書（令和２年度） 57 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 代休日指定簿（令和２年度） 59 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 団体保険関係（令和２年度） 30 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 地下タンク貯蔵所点検記録表関係綴（令和２年度） 96 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 企画指導専門職 直接指導・打ち合わせ関係（令和２年度） 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 電気設備関係綴（令和２年度） 96 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 登山・キャンプファイヤー計画書(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 年賀状関係（令和２年度） 22 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 文書処理簿（令和２年度） 21 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 保健室利用記録・医療機関受診者記録票(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 野外炊事棟受付簿(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 郵便物差出票（令和２年度） 22 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 予算決算関係（令和２年度） 88 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 利用の手引き関係(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 利用受付簿(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 利用申込書(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 利用団体管理システム関係（令和２年度） 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 事業推進係 利用団体票(令和２年度) 105 妙高次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 給与関係（令和２年度） 52 妙高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 昇給・昇格・期末手当・勤勉手当関係（令和２年度） 52 妙高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 基準給与簿（令和２年度） 52 妙高次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 外部資金関係（令和２年度） 86 妙高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 寄附金関係（令和２年度） 86 妙高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（令和２年度） 86 妙高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 私費光熱水料（令和２年度） 86 妙高次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 業務実績シート（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（令和２年度） 47 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（令和２年
度）

18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 企画・運営会議（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 建物・土地関係（令和２年度） 80 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 事故・災害関係（令和２年度） 51 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（令和２年度） 47 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 年度計画（令和２年度） 18 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（令和２年度） 47 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 表彰関係（令和２年度） 48 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 不動産貸付（令和２年度） 82 妙高次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 各種協定関係（令和２年度） 44 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（令和２年度） 44 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（令和２年度） 44 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 借用土地（令和２年度） 77 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(令和２年度） 11 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 管理係 消防関係綴（令和２年度） 15 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（令和２年度） 44 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（令和２年度） 44 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(令和２年度） 11 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 労使協定書（令和２年度） 45 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（令和２年度） 45 妙高次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2020年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（令和２年度） 10 妙高次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（令和２年度） 4 妙高次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（令和２年度） 43 妙高次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2020年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（令和２年度） 43 妙高次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 職員研修・派遣等（令和３年度） 68 妙高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 各種証明書発行関係（令和３年度） 34 妙高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 兼業関係（令和３年度） 67 妙高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 職員身分証発行関係（令和３年度） 69 妙高次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 運営委員会委嘱関係（令和３年度） 60 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 監査等関係綴（令和３年度） 24 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 管理保守等綴（令和３年度） 101 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 企画事業（令和３年度） 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 ゲストルーム使用願(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 自衛隊関山演習場立入許可申請書(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 時間外勤務書（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 情報システム関係（令和３年度） 29 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 スバルホール受付簿(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 ばい煙測定結果（令和３年度） 101 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 プログラム企画専門部会（令和３年度） 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 ボランティア関係（令和２年度） 109 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 レンタルスキー関係(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 安全運転管理者（妙高地区交通安全協会）関係（令和３年度） 66 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 会計関係（令和３年度） 90 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 概要作成関係（令和３年度） 26 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 活動プログラム関係（令和３年度） 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 活動調整プログラム(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 環境報告書関係（令和３年度） 90 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 簡易水道関係綴（令和３年度） 101 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 休暇簿（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 休日の振替関係（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 給食業務等委託関係（令和３年度） 97 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 共催・後援等名義関係（令和３年度） 25 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 共済組合関係（令和３年度） 63 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 勤務割振関係（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 勤務時間報告書（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 契約関係（令和３年度） 97 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 慶弔関係（令和３年度） 22 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 月別利用状況(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 検収簿（令和３年度） 96 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 研修支援事業アンケート(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 減損会計関係（令和３年度） 90 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 雇用保険関係（令和３年度） 65 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 財形貯蓄関係（令和３年度） 62 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 財形貯蓄控除明細（令和３年度） 62 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 財産形成貯蓄覚書（令和３年度） 62 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 作業日誌（清掃）（令和３年度） 102 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 作業日誌（設備）（令和３年度） 102 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 支払依頼書及び送付簿（令和３年度） 88 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 事業等アンケート（令和３年度） 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 事業等報告書関係（令和３年度） 107 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 自動販売機（令和３年度） 97 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 社会教育実習関係（令和３年度） 110 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2021年度 妙高 総務係 社会保険関係（令和３年度） 65 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 受付票(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 収納報告書（令和３年度） 90 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 宿舎関係（令和３年度） 91 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 出勤簿（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 出張依頼伺（令和３年度） 27 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 出張命令伺（令和３年度） 27 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 所内職員研修関係（令和３年度） 22 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 庶務関係（令和３年度） 22 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 除雪作業報告書（令和３年度） 102 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 小荷物専用昇降機関係綴（令和３年度） 96 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 浄化槽関係綴（令和３年度） 96 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 職員健康診断票・検査記録（令和３年度） 66 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 職員定期健康診断関係（令和２年度） 66 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 職務専念義務の免除関係（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 身上調書（令和３年度） 57 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 代休日指定簿（令和３年度） 59 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 団体保険関係（令和３年度） 30 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 地下タンク貯蔵所点検記録表関係綴（令和３年度） 96 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 企画指導専門職 直接指導・打ち合わせ関係（令和３年度） 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 電気設備関係綴（令和２年度） 96 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 登山・キャンプファイヤー計画書(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 年賀状関係（令和２年度） 22 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 文書処理簿（令和３年度） 21 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 保健室利用記録・医療機関受診者記録票(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 野外炊事棟受付簿(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 郵便物差出票（令和３年度） 22 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 予算決算関係（令和３年度） 88 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 利用の手引き関係(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 利用受付簿(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 利用申込書(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 利用団体管理システム関係（令和３年度） 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 事業推進係 利用団体票(令和３年度) 105 妙高次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 給与関係（令和３年度） 52 妙高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 昇給・昇格・期末手当・勤勉手当関係（令和３年度） 52 妙高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 基準給与簿（令和３年度） 52 妙高次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 外部資金関係（令和３年度） 86 妙高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 寄附金関係（令和３年度） 86 妙高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 銀行振込依頼書関係（令和３年度） 86 妙高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 私費光熱水料（令和３年度） 86 妙高次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 関東甲信越地区青少年教育施設協議会（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 業務実績シート（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 人事異動関係（非常勤）（令和３年度） 47 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 中部・北陸地区国立青少年教育施設連携推進会議（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 新潟県内文部科学省関係機関人事交流推進委員会資料（令和３年
度）

18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 企画・運営会議（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 建物・土地関係（令和３年度） 80 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 施設業務運営委員会（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 事故・災害関係（令和３年度） 51 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 人事記録（非常勤職員）（令和３年度） 47 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 中期目標・中期計画（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 年度計画（令和３年度） 18 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄



2021年度 妙高 総務係 非常勤職員募集関係（令和３年度） 47 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 表彰関係（令和３年度） 48 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 不動産貸付（令和３年度） 82 妙高次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 各種協定関係（令和３年度） 44 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 人事異動関係（常勤）（令和３年度） 44 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 教育委員会人事交流関係（令和３年度） 44 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 借用土地（令和３年度） 77 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 所内規則等制定関係(令和３年度） 11 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 管理係 消防関係綴（令和３年度） 15 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 新潟県内国立学校人事交流関係（令和３年度） 44 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 人事交流に関する覚書（令和３年度） 44 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 本部制定規則関係(令和３年度） 11 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 労使協定書（令和３年度） 45 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 労働基準監督署届出関係（令和３年度） 45 妙高次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 文書管理ファイル（令和３年度） 10 妙高次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 セレモニー・式典関係（令和３年度） 4 妙高次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 人事記録（常勤職員）（令和３年度） 43 妙高次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 労働条件通知書関係（令和３年度） 43 妙高次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

2021年度 妙高 総務係 安全管理マニュアル 105 妙高次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 妙高次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　衛生設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　暖房設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　電気設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年自然の家　生活棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年少年自然の家　宿泊棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 運営 開所式資料 4 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　宿舎新築工事完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 野外活動棟　機械設備工事機器完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1985年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炊飯棟その他設備工事完成図 71 立山次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炭焼小屋新鋭その他工事完成図 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 野外施設新営その他工事関係書類 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1990年度 立山 工事 第２炊飯棟新営その他工事関係書類 71 立山次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 運営 １０周年記念式典 4 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 工事 天体観測棟その他設備工事関係書類 71 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1995年度 立山 工事 身障者用屋外便所新営その他工事関係書類 71 立山次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1998年度 立山 工事 エコスクール館新営工事関係書類 71 立山次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1999年度 立山 国有財産 出資財産財産関係 70 立山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 運営 エコスクール館竣工式 4 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 国有財産 国有財産鑑定評価報告書 70 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2001年度 立山 固定資産 固定資産台帳 70 立山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 規則等制定改廃綴 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 国立立山少年自然の家規則集 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 人事 東海北陸地区国立学校等人事交流実施要項関係 44 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書の廃棄関係 12 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（庶務課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 式典・案内関係 4 立山次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 ２０周年記念式典 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 延べ利用者２００万人達成記念事業 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 公印関係 5 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄



2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 人事 人事記録 42 立山次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１８年度） 11 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１８年度） 45 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 人事記録等の送付について 44 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１９年度） 11 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１９年度） 45 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２０年度） 11 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２０年度） 45 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事交流関係（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２１年度） 11 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２１年度） 45 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事交流関係（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿 　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防訓練等綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家危機管理マニュアル 104 立山次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家規則集 4 立山次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２２年度 13 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事交流関係（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２２年度） 11 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 任免関係　平成２２年度 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２２年度） 45 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産寄附等関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防訓練等綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家基幹・環境整備等（外壁等改修）工事　竣工図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家本館浄化槽設備他改修工事　施工図・完成図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係
平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家非常用電源改修工事

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２３年度 76 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２３年度 13 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２３年度） 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２３年度） 11 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 任免関係　平成２３年度 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２３年度） 45 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2012年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労災関係（平成２４年度） 51 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 評価関係　平成２４年度 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２４年分 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２４年 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２４年度） 19 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 表彰関係（平成２４年度） 48 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 共済関係（平成２４年度） 50 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与関係（平成２４年度） 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２４年度 81 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２４年度 13 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２４年度） 44 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２４年度） 11 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２４年度） 45 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２４年度 76 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労災関係（平成２５年度） 51 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２５年分 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２５年 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２５年度） 19 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 表彰関係（平成２５年度） 48 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 共済関係（平成２５年度） 50 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与関係（平成２５年度） 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 評価関係　平成２５年度 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２５年度 81 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２５年度） 44 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２５年度） 11 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２５年度） 45 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２５年度 76 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 ３０周年記念式典 4 立山次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２６年 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２６年度） 19 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与関係（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 連絡会関係 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2014年度 立山 総務係 評価関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２６年度 81 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２６年度） 44 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２６年度） 11 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２６年度 76 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２６年度 15 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２６年度） 45 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２７年度） 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）
H27　施設整備関係（天体望遠鏡整備業務・幼児の活動エリア整備
業務）

99 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２７年度） 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２７年 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２７年度） 19 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２７年度） 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２７年度 81 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）自動車交換契約（デリカ） 平成２７年度 80 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）H27　施設整備関係（給水設備・窒素消火設備・照明器具落下防止
対策工事）

99 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２７年度） 44 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２７年度） 11 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２７年度 76 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２７年度 15 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２７年度 77 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２８年度） 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２８年 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２８年度） 19 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２８年度） 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２８年度） 48 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２８年度 81 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２８年度 54 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２８年度） 44 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２８年度） 11 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２８年度 76 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２８年度 15 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２８年度 77 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　チャレンジ＆チェンジ！2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山通学合宿 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職
平成29年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　君も宇宙兄弟2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　柔道教室 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職
平成29年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　リーフレット配布 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 検食記録　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）保健福利厚生費による福祉事業 64 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成２９年度 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成２９年度 26 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通知　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成２９年度） 25 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成２９年度） 63 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）財形貯蓄関係（平成２９年度） 62 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成２９年度） 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算関係　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）謝金・旅費　平成２９年度 94 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　物件費等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　光熱水料・電話等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）契約に関するもの　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気契約関係　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）住宅事情調査票　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎関係綴　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎現況記録　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）自動車検査証　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）無線関係綴　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）損害保険関係　平成２９年度 30 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）給水実績　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油・自家発電機・取水井・電力・LPG　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）A重油使用料　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ネットワーク・アカウント関係　平成２９年度 29 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）通知・調査・回答に関するもの 平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）徴収確認日報 平成２９年度 98 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算及び決算に関するもの　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 日帰り利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックリスト　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー性能検査関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー等運転管理日誌　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油地下タンク法定検査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）清掃実施報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）飲料水水質検査成績表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）空気環境測定記録　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）合併汚水処理施設点検記録簿　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）浄化槽法定検査　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）貯水槽清掃作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）レジオネラ関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ねずみ昆虫等点検調査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）油圧エレベーター作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気保安協会点検表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防用設備等点検結果報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２９年度） 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２９年 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２９年度） 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２９年度） 48 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２９年度 81 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２９年度） 44 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２９年度） 11 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成２９年度） 45 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２９年度 76 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２９年度 15 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２９年度 77 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　チャレンジ＆チェンジ！2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山通学合宿 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養
成事業

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　君も宇宙兄弟2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　柔道教室 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックス
キャンプin立山

109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　リーフレット配布 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成30年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 検食記録　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成30年度 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）平成３０年度保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成３０年度 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成３０年度 26 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成３０年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成３０年度） 25 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成３０年度） 63 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成３０年度） 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算関係 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　謝金・旅費 94 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　物件費等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　契約に関するもの 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気契約関係 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　住宅事情調査票 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎関係綴 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎現況記録 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　自動車検査証 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　無線関係綴 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　損害保険関係 30 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　給水実績 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　A重油使用料 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ネットワーク・アカウント関係 29 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　通知・調査・回答に関するもの 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　徴収確認日報 98 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算及び決算に関するもの 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー性能検査関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー等運転管理日誌 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油地下タンク法定検査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度清掃実施報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　飲料水水質検査成績表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　空気環境測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　合併汚水処理施設点検記録簿 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　浄化槽法定検査 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　貯水槽清掃作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　レジオネラ関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　油圧エレベーター作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気保安協会点検表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防用設備等点検結果報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成３０年度） 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　収納報告書 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　寄附金に関するもの 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成３０年 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成３０年度） 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　建物等使用許可関係 81 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成３０年度） 44 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成３０年度） 45 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係 15 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）証明書の交付等令和元年度（平成３１年度） 34 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）職員研修会関係令和元年度（平成３１年度） 68 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）安全運転管理者関係令和元年度（平成３１年度） 33 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　令和元年度（平成３１年度） 54 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）令和元年度（平成３１年度）保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　令和元年度（平成３１年度） 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　令和元年度（平成３１年度） 49 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 65 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　令和元年度（平成３１年度） 26 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　令和元年度（平成３１年度） 22 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　令和元年度（平成３１年度） 27 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　令和元年度（平成３１年度） 27 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　令和元年度（平成３１年
度）

27 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 25 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 63 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 65 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会〈令和元年度（平成３１年度）〉 106 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2019年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 86 立山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　令和元年度（平成３１年度） 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　令和元年（平成３１年） 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　令和元年度（平成３１年度） 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（平成３１年度） 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　令和元年度（平成３１年度） 54 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等〈令和元年度（平成３１年度）〉 44 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等〈令和元年度（平成３１年度）〉 45 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　衛生設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　暖房設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　電気設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年自然の家　生活棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年少年自然の家　宿泊棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 運営 開所式資料 4 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　宿舎新築工事完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 野外活動棟　機械設備工事機器完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1985年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炊飯棟その他設備工事完成図 71 立山次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炭焼小屋新鋭その他工事完成図 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 野外施設新営その他工事関係書類 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1990年度 立山 工事 第２炊飯棟新営その他工事関係書類 71 立山次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 運営 １０周年記念式典 4 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 工事 天体観測棟その他設備工事関係書類 71 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1995年度 立山 工事 身障者用屋外便所新営その他工事関係書類 71 立山次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1998年度 立山 工事 エコスクール館新営工事関係書類 71 立山次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1999年度 立山 国有財産 出資財産財産関係 70 立山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 運営 エコスクール館竣工式 4 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 国有財産 国有財産鑑定評価報告書 70 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2001年度 立山 固定資産 固定資産台帳 70 立山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 規則等制定改廃綴 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 国立立山少年自然の家規則集 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 人事 東海北陸地区国立学校等人事交流実施要項関係 44 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書の廃棄関係 12 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（庶務課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 式典・案内関係 4 立山次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 ２０周年記念式典 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 延べ利用者２００万人達成記念事業 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 公印関係 5 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 人事 人事記録 42 立山次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１８年度） 11 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１８年度） 45 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 人事記録等の送付について 44 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2007年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１９年度） 11 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１９年度） 45 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２０年度） 11 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２０年度） 45 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事交流関係（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２１年度） 11 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２１年度） 45 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事交流関係（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿 　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防訓練等綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家危機管理マニュアル 104 立山次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家規則集 4 立山次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２２年度 13 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事交流関係（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２２年度） 11 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 任免関係　平成２２年度 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２２年度） 45 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産寄附等関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防訓練等綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家基幹・環境整備等（外壁等改修）工事　竣工図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家本館浄化槽設備他改修工事　施工図・完成図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係
平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家非常用電源改修工事

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２３年度 76 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２３年度 13 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２３年度） 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２３年度） 11 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 任免関係　平成２３年度 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２３年度） 45 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労災関係（平成２４年度） 51 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 評価関係　平成２４年度 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２４年分 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2012年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２４年 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２４年度） 19 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 表彰関係（平成２４年度） 48 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 共済関係（平成２４年度） 50 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与関係（平成２４年度） 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２４年度 81 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２４年度 13 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２４年度） 44 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２４年度） 11 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２４年度） 45 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２４年度 76 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労災関係（平成２５年度） 51 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２５年分 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２５年 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２５年度） 19 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 表彰関係（平成２５年度） 48 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 共済関係（平成２５年度） 50 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与関係（平成２５年度） 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 評価関係　平成２５年度 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２５年度 81 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２５年度） 44 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２５年度） 11 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２５年度） 45 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２５年度 76 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 ３０周年記念式典 4 立山次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２６年 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２６年度） 19 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与関係（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 連絡会関係 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 評価関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２６年度 81 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２６年度） 44 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２６年度） 11 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2014年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２６年度 76 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２６年度 15 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２６年度） 45 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２７年度） 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）
H27　施設整備関係（天体望遠鏡整備業務・幼児の活動エリア整備
業務）

99 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２７年度） 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２７年 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２７年度） 19 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２７年度） 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２７年度 81 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）自動車交換契約（デリカ） 平成２７年度 80 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）
H27　施設整備関係（給水設備・窒素消火設備・照明器具落下防止
対策工事）

99 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２７年度） 44 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２７年度） 11 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２７年度 76 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２７年度 15 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２７年度 77 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２８年度） 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２８年 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２８年度） 19 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２８年度） 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２８年度） 48 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２８年度 81 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２８年度 54 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２８年度） 44 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２８年度） 11 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２８年度 76 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２８年度 15 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２８年度 77 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　チャレンジ＆チェンジ！2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山通学合宿 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　君も宇宙兄弟2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　柔道教室 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職
平成29年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　リーフレット配布 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 検食記録　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）保健福利厚生費による福祉事業 64 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成２９年度 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成２９年度 26 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通知　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成２９年度） 25 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成２９年度） 63 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）財形貯蓄関係（平成２９年度） 62 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成２９年度） 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算関係　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）謝金・旅費　平成２９年度 94 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　物件費等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　光熱水料・電話等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）契約に関するもの　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気契約関係　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）住宅事情調査票　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎関係綴　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎現況記録　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）自動車検査証　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）無線関係綴　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）損害保険関係　平成２９年度 30 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）給水実績　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油・自家発電機・取水井・電力・LPG　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）A重油使用料　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ネットワーク・アカウント関係　平成２９年度 29 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）通知・調査・回答に関するもの 平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）徴収確認日報 平成２９年度 98 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算及び決算に関するもの　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 日帰り利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックリスト　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー性能検査関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー等運転管理日誌　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油地下タンク法定検査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）清掃実施報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）飲料水水質検査成績表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）空気環境測定記録　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）合併汚水処理施設点検記録簿　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）浄化槽法定検査　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）貯水槽清掃作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）レジオネラ関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ねずみ昆虫等点検調査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）油圧エレベーター作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気保安協会点検表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防用設備等点検結果報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２９年度） 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２９年 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２９年度） 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２９年度） 48 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２９年度 81 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２９年度） 44 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２９年度） 11 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成２９年度） 45 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２９年度 76 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２９年度 15 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２９年度 77 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　チャレンジ＆チェンジ！2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山通学合宿 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職
平成３０年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養
成事業

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　君も宇宙兄弟2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　柔道教室 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックス
キャンプin立山

109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　リーフレット配布 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成30年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 検食記録　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成30年度 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）平成３０年度保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成３０年度 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成３０年度 26 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成３０年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成３０年度） 25 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成３０年度） 63 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成３０年度） 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算関係 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　謝金・旅費 94 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　物件費等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　契約に関するもの 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気契約関係 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　住宅事情調査票 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎関係綴 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎現況記録 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　自動車検査証 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　無線関係綴 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　損害保険関係 30 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　給水実績 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　A重油使用料 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ネットワーク・アカウント関係 29 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　通知・調査・回答に関するもの 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　徴収確認日報 98 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算及び決算に関するもの 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー性能検査関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー等運転管理日誌 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油地下タンク法定検査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度清掃実施報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　飲料水水質検査成績表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　空気環境測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　合併汚水処理施設点検記録簿 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　浄化槽法定検査 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　貯水槽清掃作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　レジオネラ関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　油圧エレベーター作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気保安協会点検表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防用設備等点検結果報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成３０年度） 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　収納報告書 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　寄附金に関するもの 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成３０年 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成３０年度） 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　建物等使用許可関係 81 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成３０年度） 44 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成３０年度） 45 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係 15 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　特定建築物の立ち入り検査関係 101 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　専用水道関係 101 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　管理点検表 101 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　予算関係 88 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　謝金・旅費 94 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　伝票及び証憑　物件費等 96 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 96 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　契約に関するもの 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　電気契約関係 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　宿舎関係綴 91 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　宿舎現況記録 91 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　自動車検査証 92 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　無線関係綴 92 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　給水実績 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　A重油使用料 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　ネットワーク・アカウント関係 29 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　通知・調査・回答に関するもの 22 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　徴収確認日報 98 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）平成３１年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　予算及び決算に関するもの 88 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　ボイラー性能検査関係 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　ボイラー等運転管理日誌 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　重油地下タンク法定検査報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度清掃実施報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　飲料水水質検査成績表 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　空気環境測定記録 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　合併汚水処理施設点検記録簿 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　浄化槽法定検査 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　貯水槽清掃作業報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　レジオネラ関係 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　油圧エレベーター作業報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　電気保安協会点検表 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　消防用設備等点検結果報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　収納報告書 86 立山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　寄附金に関するもの 86 立山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）連絡会（令和元年（平成３１年）度） 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　建物等使用許可関係 81 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等
関係

15 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　定期業務契約関係綴 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）令和元年（平成３１年）度　食堂業務契約更新関係綴 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　衛生設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　暖房設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　電気設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年自然の家　生活棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年少年自然の家　宿泊棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 運営 開所式資料 4 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　宿舎新築工事完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 野外活動棟　機械設備工事機器完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1985年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炊飯棟その他設備工事完成図 71 立山次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炭焼小屋新鋭その他工事完成図 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 野外施設新営その他工事関係書類 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1990年度 立山 工事 第２炊飯棟新営その他工事関係書類 71 立山次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 運営 １０周年記念式典 4 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 工事 天体観測棟その他設備工事関係書類 71 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1995年度 立山 工事 身障者用屋外便所新営その他工事関係書類 71 立山次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1998年度 立山 工事 エコスクール館新営工事関係書類 71 立山次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1999年度 立山 国有財産 出資財産財産関係 70 立山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 運営 エコスクール館竣工式 4 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 国有財産 国有財産鑑定評価報告書 70 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2001年度 立山 固定資産 固定資産台帳 70 立山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 規則等制定改廃綴 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 国立立山少年自然の家規則集 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 人事 東海北陸地区国立学校等人事交流実施要項関係 44 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書の廃棄関係 12 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（庶務課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 式典・案内関係 4 立山次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 ２０周年記念式典 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 延べ利用者２００万人達成記念事業 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 公印関係 5 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2005年度 立山 人事 人事記録 42 立山次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１８年度） 11 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１８年度） 45 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 人事記録等の送付について 44 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１９年度） 11 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１９年度） 45 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２０年度） 11 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２０年度） 45 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事交流関係（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２１年度） 11 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２１年度） 45 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事交流関係（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿 　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防訓練等綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家危機管理マニュアル 104 立山次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家規則集 4 立山次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２２年度 13 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事交流関係（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２２年度） 11 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 任免関係　平成２２年度 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２２年度） 45 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産寄附等関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防訓練等綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家基幹・環境整備等（外壁等改修）工事　竣工図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係
平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家本館浄化槽設備他改修工事　施工図・完成図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家非常用電源改修工事

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２３年度 76 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２３年度 13 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２３年度） 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２３年度） 11 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 任免関係　平成２３年度 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２３年度） 45 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2012年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労災関係（平成２４年度） 51 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 評価関係　平成２４年度 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２４年分 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２４年 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２４年度） 19 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 表彰関係（平成２４年度） 48 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 共済関係（平成２４年度） 50 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与関係（平成２４年度） 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２４年度 81 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２４年度 13 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２４年度） 44 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２４年度） 11 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２４年度） 45 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２４年度 76 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労災関係（平成２５年度） 51 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２５年分 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２５年 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２５年度） 19 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 表彰関係（平成２５年度） 48 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 共済関係（平成２５年度） 50 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与関係（平成２５年度） 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 評価関係　平成２５年度 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２５年度 81 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２５年度） 44 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２５年度） 11 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２５年度） 45 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２５年度 76 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 ３０周年記念式典 4 立山次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２６年 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２６年度） 19 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与関係（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 連絡会関係 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 評価関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２６年度 81 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2014年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２６年度） 44 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２６年度） 11 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２６年度 76 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２６年度 15 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２６年度） 45 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２７年度） 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）H27　施設整備関係（天体望遠鏡整備業務・幼児の活動エリア整備
業務）

99 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２７年度） 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２７年 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２７年度） 19 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２７年度） 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２７年度 81 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）自動車交換契約（デリカ） 平成２７年度 80 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）H27　施設整備関係（給水設備・窒素消火設備・照明器具落下防止
対策工事）

99 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２７年度） 44 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２７年度） 11 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２７年度 76 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２７年度 15 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２７年度 77 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２８年度） 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２８年 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２８年度） 19 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２８年度） 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２８年度） 48 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２８年度 81 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２８年度 54 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２８年度） 44 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２８年度） 11 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２８年度 76 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２８年度 15 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２８年度 77 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　チャレンジ＆チェンジ！2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山通学合宿 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　君も宇宙兄弟2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　柔道教室 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職
平成29年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　リーフレット配布 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 検食記録　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）保健福利厚生費による福祉事業 64 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成２９年度 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成２９年度 26 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通知　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成２９年度） 25 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成２９年度） 63 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）財形貯蓄関係（平成２９年度） 62 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成２９年度） 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算関係　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）謝金・旅費　平成２９年度 94 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　物件費等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　光熱水料・電話等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）契約に関するもの　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気契約関係　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）住宅事情調査票　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎関係綴　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎現況記録　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）自動車検査証　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）無線関係綴　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）損害保険関係　平成２９年度 30 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）給水実績　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油・自家発電機・取水井・電力・LPG　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）A重油使用料　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ネットワーク・アカウント関係　平成２９年度 29 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）通知・調査・回答に関するもの 平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）徴収確認日報 平成２９年度 98 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算及び決算に関するもの　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 日帰り利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックリスト　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー性能検査関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー等運転管理日誌　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油地下タンク法定検査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）清掃実施報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）飲料水水質検査成績表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）空気環境測定記録　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）合併汚水処理施設点検記録簿　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）浄化槽法定検査　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）貯水槽清掃作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）レジオネラ関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ねずみ昆虫等点検調査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）油圧エレベーター作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気保安協会点検表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防用設備等点検結果報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２９年度） 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２９年 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２９年度） 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２９年度） 48 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２９年度 81 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２９年度） 44 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２９年度） 11 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成２９年度） 45 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２９年度 76 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２９年度 15 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２９年度 77 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　チャレンジ＆チェンジ！2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山通学合宿 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職
平成３０年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養
成事業

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　君も宇宙兄弟2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　柔道教室 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックス
キャンプin立山

109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職
平成３０年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　リーフレット配布 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成30年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 検食記録　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成30年度 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）平成３０年度保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成３０年度 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成３０年度 26 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成３０年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成３０年度） 25 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成３０年度） 63 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成３０年度） 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算関係 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　謝金・旅費 94 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　物件費等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　契約に関するもの 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気契約関係 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　住宅事情調査票 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎関係綴 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎現況記録 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　自動車検査証 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　無線関係綴 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　損害保険関係 30 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　給水実績 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　A重油使用料 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ネットワーク・アカウント関係 29 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　通知・調査・回答に関するもの 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　徴収確認日報 98 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算及び決算に関するもの 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー性能検査関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー等運転管理日誌 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油地下タンク法定検査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度清掃実施報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　飲料水水質検査成績表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　空気環境測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　合併汚水処理施設点検記録簿 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　浄化槽法定検査 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　貯水槽清掃作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　レジオネラ関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　油圧エレベーター作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気保安協会点検表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防用設備等点検結果報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成３０年度） 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　収納報告書 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　寄附金に関するもの 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成３０年 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成３０年度） 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　建物等使用許可関係 81 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成３０年度） 44 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成３０年度） 45 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係 15 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用者名簿　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用承諾書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用計画表　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用申込書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　令和元年度 111 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　令和元年度 22 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 保健室使用記録 令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 検食記録　令和元年度 111 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 傷病記録表　令和元年度 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックシート　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 食数日計表　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　衛生設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　暖房設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　電気設備工事完成図書 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年自然の家　生活棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1983年度 立山 工事 第８少年少年自然の家　宿泊棟建築工事完成図 71 立山次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 運営 開所式資料 4 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　宿舎新築工事完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1984年度 立山 工事 野外活動棟　機械設備工事機器完成図 71 立山次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1985年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炊飯棟その他設備工事完成図 71 立山次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄



1986年度 立山 工事 国立立山少年自然の家　炭焼小屋新鋭その他工事完成図 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1986年度 立山 工事 野外施設新営その他工事関係書類 71 立山次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1990年度 立山 工事 第２炊飯棟新営その他工事関係書類 71 立山次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 運営 １０周年記念式典 4 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1993年度 立山 工事 天体観測棟その他設備工事関係書類 71 立山次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1995年度 立山 工事 身障者用屋外便所新営その他工事関係書類 71 立山次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1998年度 立山 工事 エコスクール館新営工事関係書類 71 立山次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

1999年度 立山 国有財産 出資財産財産関係 70 立山次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 運営 エコスクール館竣工式 4 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2000年度 立山 国有財産 国有財産鑑定評価報告書 70 立山次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2001年度 立山 固定資産 固定資産台帳 70 立山次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 規則等制定改廃綴 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 国立立山少年自然の家規則集 11 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 人事 東海北陸地区国立学校等人事交流実施要項関係 44 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書の廃棄関係 12 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 文書・広報 文書処理簿（庶務課）　平成１５年度 13 立山次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2003年度 立山 運営 式典・案内関係 4 立山次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１６年度 13 立山次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 ２０周年記念式典 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 運営 延べ利用者２００万人達成記念事業 4 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2004年度 立山 文書・広報 公印関係 5 立山次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業企画課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 文書・広報 文書処理簿（事業推進課）　平成１７年度 13 立山次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2005年度 立山 人事 人事記録 42 立山次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１８年度） 11 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１８年度） 45 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2006年度 立山 総務 人事記録等の送付について 44 立山次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成１９年度） 11 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2007年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成１９年度） 45 立山次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２０年度） 11 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２０年度） 45 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 人事交流関係（平成２０年度） 44 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2008年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２０年度 13 立山次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 規則等制定改廃関係（平成２１年度） 11 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 労働法関係諸届等（平成２１年度） 45 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事異動情報確認票等（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 人事交流関係（平成２１年度） 44 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿 　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業支援課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 文書処理簿（事業推進課）　平成２１年度 13 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防訓練等綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 管理（施設） 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家危機管理マニュアル 104 立山次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2009年度 立山 総務 国立立山青少年自然の家規則集 4 立山次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２２年度 13 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2010年度 立山 総務係 人事交流関係（平成２２年度） 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２２年度） 11 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 任免関係　平成２２年度 44 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２２年度） 45 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係 77 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産寄附等関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防訓練等綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴 15 立山次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係
平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家基幹・環境整備等（外壁等改修）工事　竣工図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係
平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家本館浄化槽設備他改修工事　施工図・完成図

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2010年度 立山 管理係 平成２２年度　独立行政法人国立青少年教育振興機構国立立山青
少年自然の家非常用電源改修工事

71 立山次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２３年度 76 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２３年度 15 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２３年度 77 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２３年度 13 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２３年度） 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２３年度） 11 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 任免関係　平成２３年度 44 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2011年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２３年度） 45 立山次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労災関係（平成２４年度） 51 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 評価関係　平成２４年度 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２４年分 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２４年 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２４年度 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２４年度） 18 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２４年度） 19 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 表彰関係（平成２４年度） 48 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 共済関係（平成２４年度） 50 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 給与関係（平成２４年度） 49 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２４年度 81 立山次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 文書処理簿 　平成２４年度 13 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２４年度） 44 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２４年度） 11 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２４年度） 45 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２４年度 76 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２４年度 15 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2012年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２４年度 77 立山次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 連絡会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 勤務時間報告書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労災関係（平成２５年度） 51 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２５年分 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２５年 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2013年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２５年度 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２５年度） 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２５年度） 19 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 表彰関係（平成２５年度） 48 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 共済関係（平成２５年度） 50 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 給与関係（平成２５年度） 49 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 評価関係　平成２５年度 18 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２５年度 81 立山次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２５年度） 44 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２５年度） 11 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２５年度） 45 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２５年度 76 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防訓練等綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者等関係綴　平成２５年度 15 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２５年度 77 立山次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2013年度 立山 総務係 ３０周年記念式典 4 立山次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 年末調整関係　平成２６年 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 基準給与簿　平成２６年度 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 情報公開関係（平成２６年度） 19 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与関係（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 連絡会関係 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 評価関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 建物等使用許可関係　平成２６年度 81 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 給与所得者の扶養控除等申告書（平成２６年度） 49 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 施設業務運営委員会関係（平成２６年度） 18 立山次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 人事異動情報確認票等（平成２６年度） 44 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 規則等制定改廃関係（平成２６年度） 11 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 固定資産取得・除却関係綴　平成２６年度 76 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２６年度 15 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 県有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 管理係 町有財産賃貸借関係　平成２６年度 77 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2014年度 立山 総務係 労働法関係諸届等（平成２６年度） 45 立山次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２７年度） 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２７年度 86 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）H27　施設整備関係（天体望遠鏡整備業務・幼児の活動エリア整備
業務）

99 立山次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２７年度） 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２７年 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２７年度 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２７年度） 19 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２７年度） 49 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２７年度 81 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）自動車交換契約（デリカ） 平成２７年度 80 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）
H27　施設整備関係（給水設備・窒素消火設備・照明器具落下防止
対策工事）

99 立山次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２７年度） 44 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２７年度） 11 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２７年度 76 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2015年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２７年度 15 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2015年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２７年度 77 立山次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２８年度） 53 立山次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２８年度） 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２８年度 86 立山次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２８年 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２８年度 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）情報公開関係（平成２８年度） 19 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２８年度） 49 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２８年度） 48 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２８年度 81 立山次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２８年度 54 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２８年度） 44 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２８年度） 11 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２８年度 76 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２８年度 15 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2016年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２８年度 77 立山次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　チャレンジ＆チェンジ！2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山通学合宿 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　君も宇宙兄弟2017 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　柔道教室 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職
平成29年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　リーフレット配布 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア関係 109 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 企画指導専門職 平成29年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 検食記録　平成２９年度 111 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）保健福利厚生費による福祉事業 64 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成２９年度 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成２９年度） 59 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成２９年度 26 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通知　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成２９年度 27 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成２９年度） 25 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成２９年度） 63 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）財形貯蓄関係（平成２９年度） 62 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成２９年度） 65 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成２９年度） 106 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算関係　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）謝金・旅費　平成２９年度 94 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　物件費等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）伝票及び証憑　光熱水料・電話等　平成２９年度 96 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）契約に関するもの　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気契約関係　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）住宅事情調査票　平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎関係綴　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）宿舎現況記録　平成２９年度 91 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）自動車検査証　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）無線関係綴　平成２９年度 92 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）損害保険関係　平成２９年度 30 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）給水実績　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油・自家発電機・取水井・電力・LPG　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）A重油使用料　平成２９年度 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ネットワーク・アカウント関係　平成２９年度 29 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）通知・調査・回答に関するもの 平成２９年度 22 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）徴収確認日報 平成２９年度 98 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）予算及び決算に関するもの　平成２９年度 88 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2017年度 立山 総務・管理係（管理）平成２９年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 日帰り利用申込書　平成２９年度 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックリスト　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー性能検査関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ボイラー等運転管理日誌　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）重油地下タンク法定検査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）清掃実施報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）飲料水水質検査成績表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）空気環境測定記録　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）合併汚水処理施設点検記録簿　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）浄化槽法定検査　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）貯水槽清掃作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）レジオネラ関係　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）ねずみ昆虫等点検調査報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）油圧エレベーター作業報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）電気保安協会点検表　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防用設備等点検結果報告書　平成２９年度 102 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成２９年度） 53 立山次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成２９年度） 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）収納報告書　平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）寄附金に関するもの 平成２９年度 86 立山次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成２９年 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成２９年度 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成２９年度） 49 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会関係 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）表彰関係（平成２９年度） 48 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成２９年度） 18 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）建物等使用許可関係　平成２９年度 81 立山次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成２９年度 54 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成２９年度） 44 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）規則等制定改廃関係（平成２９年度） 11 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成２９年度） 45 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）固定資産取得・除却関係綴　平成２９年度 76 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係　平成２９年度 15 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2017年度 立山 総務・管理係（管理）県有財産賃貸借関係　平成２９年度 77 立山次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　チャレンジ＆チェンジ！2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山通学合宿 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職
平成３０年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養
成事業

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　君も宇宙兄弟2018 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　柔道教室 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職
平成３０年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックス
キャンプin立山

109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂について学
ぶシンポジウム関係

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職
平成３０年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　リーフレット配布 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　ボランティア関係 109 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 企画指導専門職 平成３０年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用者名簿　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用承諾書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用計画表　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　平成30年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 保健室使用記録　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 検食記録　平成30年度 111 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷害保険関係　平成30年度 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 傷病記録表　平成30年度 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）平成３０年度保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　平成３０年度 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿（平成３０年度） 59 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　平成３０年度 26 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　平成３０年度 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　平成３０年度 27 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係（平成３０年度） 25 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係（平成３０年度） 63 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係（平成３０年度） 65 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会（平成３０年度） 106 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算関係 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　謝金・旅費 94 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　物件費等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 96 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　契約に関するもの 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気契約関係 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　住宅事情調査票 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎関係綴 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　宿舎現況記録 91 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　自動車検査証 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　無線関係綴 92 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　損害保険関係 30 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　給水実績 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　A重油使用料 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ネットワーク・アカウント関係 29 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　通知・調査・回答に関するもの 22 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　徴収確認日報 98 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　予算及び決算に関するもの 88 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー性能検査関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ボイラー等運転管理日誌 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　重油地下タンク法定検査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度清掃実施報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　飲料水水質検査成績表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　空気環境測定記録 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　合併汚水処理施設点検記録簿 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　浄化槽法定検査 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　貯水槽清掃作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　レジオネラ関係 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　油圧エレベーター作業報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　電気保安協会点検表 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防用設備等点検結果報告書 102 立山次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿（平成３０年度） 53 立山次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係（平成３０年度） 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　収納報告書 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　寄附金に関するもの 86 立山次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　平成３０年 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　平成３０年度 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係（平成３０年度） 49 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係（平成３０年度） 18 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　建物等使用許可関係 81 立山次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　平成３０年度 54 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等（平成３０年度） 44 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等（平成３０年度） 45 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係 15 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2018年度 立山 総務・管理係（管理）平成３０年度　県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　やんちゃキッズの大冒険 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　チャレンジ＆チェンジ！２０１９ 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　立山通学合宿 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　君も宇宙兄弟２０１９ 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　共催・後援依頼関係 106 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　登録ボランティア関係 109 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　社会教育実習関係 110 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　冬のチャレンジキャンプ 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　教員免許状更新講習 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　柔道教室 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　立少フェスティバル 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職
令和元年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

109 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　立山カルデラ見学 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　幼児期にふさわし体験活動プログラムの発信・普及 107 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　立山町との連携事業 106 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　富山大学との連携事業（のびのびゴコロ） 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　合同事前打合せ会 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　リーフレット配布 106 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　ボランティア関係 109 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　生活・自立支援キャンプ 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 企画指導専門職 令和元年度　原稿依頼関係 106 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用者名簿　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用承諾書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用計画表　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用申込書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　令和元年度 111 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　令和元年度 22 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 保健室使用記録 令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 検食記録　令和元年度 111 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 傷病記録表　令和元年度 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックシート　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 食数日計表　令和元年度 105 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 105 立山次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 証明書の交付等令和元年度（平成３１年度） 34 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 職員研修会関係令和元年度（平成３１年度） 68 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 安全運転管理者関係令和元年度（平成３１年度） 33 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 非常勤職員任免関係　令和元年度（平成３１年度） 54 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 令和元年度（平成３１年度）保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 休暇簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 勤務しないことの承認に関する申出書〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 勤務割振　令和元年度（平成３１年度） 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 勤務時間報告書　令和元年度（平成３１年度） 49 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 健康保険・厚生年金関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 65 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 宿直勤務交代願〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2019年度 立山 総務・管理係（総務） 出勤簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 59 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 新聞記事等　令和元年度（平成３１年度） 26 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 調査・依頼・回答　令和元年度（平成３１年度） 22 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 旅行依頼　令和元年度（平成３１年度） 27 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 旅行命令　令和元年度（平成３１年度） 27 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務）
出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　令和元年度（平成３１年
度）

27 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 共催事業・後援名義使用関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 25 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 共済関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 63 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 雇用保険関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 65 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 富山県青少年教育施設協議会〈令和元年度（平成３１年度）〉 106 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 寒冷地手当〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 通勤手当認定簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 住居手当認定簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 扶養手当認定簿〈令和元年度（平成３１年度）〉 53 立山次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 子どもゆめ基金関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 86 立山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　令和元年度（平成３１年度） 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 年末調整関係　令和元年（平成３１年） 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 基準給与簿　令和元年度（平成３１年度） 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 給与関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 49 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 連絡会（平成３１年度） 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 評価関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 施設業務運営委員会関係〈令和元年度（平成３１年度）〉 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 任免関係　令和元年度（平成３１年度） 54 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 人事異動情報確認票等〈令和元年度（平成３１年度）〉 44 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（総務） 労働法関係諸届等〈令和元年度（平成３１年度）〉 45 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　特定建築物の立ち入り検査関係 101 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　専用水道関係 101 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　管理点検表 101 立山次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　予算関係 88 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　謝金・旅費 94 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　伝票及び証憑　物件費等 96 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 96 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　契約に関するもの 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　電気契約関係 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　宿舎関係綴 91 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　宿舎現況記録 91 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　自動車検査証 92 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　無線関係綴 92 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　給水実績 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　A重油使用料 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　ネットワーク・アカウント関係 29 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　通知・調査・回答に関するもの 22 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　徴収確認日報 98 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 平成３１年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　予算及び決算に関するもの 88 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　ばい煙量等測定記録 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　ボイラー性能検査関係 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　ボイラー等運転管理日誌 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　重油地下タンク法定検査報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度清掃実施報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　飲料水水質検査成績表 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　空気環境測定記録 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　合併汚水処理施設点検記録簿 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　浄化槽法定検査 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　貯水槽清掃作業報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　レジオネラ関係 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　油圧エレベーター作業報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　電気保安協会点検表 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　消防用設備等点検結果報告書 102 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　収納報告書 86 立山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　寄附金に関するもの 86 立山次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 連絡会（令和元年（平成３１年）度） 18 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　建物等使用許可関係 81 立山次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　固定資産取得・除却関係綴 76 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理）
令和元年（平成３１年）度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等
関係

15 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　県有財産賃貸借関係 77 立山次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　定期業務契約関係綴 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2019年度 立山 総務・管理係（管理） 令和元年（平成３１年）度　食堂業務契約更新関係綴 97 立山次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　やんちゃキッズの大冒険 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　チャレンジ＆チェンジ！２０１９ 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　立山通学合宿 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　共催・後援依頼関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　登録ボランティア関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　社会教育実習関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　教員免許状更新講習 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　柔道教室 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　立少フェスティバル 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

111 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　立山町との連携事業 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　合同事前打合せ会 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　リーフレット配布 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　ボランティア関係 111 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　生活・自立支援キャンプ 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 令和２年度　原稿依頼関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 企画指導専門職 高校生体験活動顕彰制度「地域探究プログラム」オリエンテーション
合宿

107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 利用者名簿　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 利用承諾書　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 利用計画表　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 利用申込書　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　令和2年度 112 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　令和2年度 23 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 保健室使用記録 令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 検食記録　令和2年度 112 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2020年度 立山 事業推進係 傷病記録表　令和2年度 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックシート　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 食数日計表　令和2年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 事業推進係 新型コロナウィルスに関するもの 21 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 移管

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　特定建築物の立ち入り検査関係 102 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　専用水道関係 102 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　管理点検表 102 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　予算関係 89 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　謝金・旅費 95 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　伝票及び証憑　物件費等 97 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 97 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　契約に関するもの 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　電気契約関係 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　宿舎関係綴 92 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　宿舎現況記録 92 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　自動車検査証 93 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　無線関係綴 93 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　給水実績 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　A重油使用料 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　ネットワーク・アカウント関係 30 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　通知・調査・回答に関するもの 23 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　徴収確認日報 99 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　予算及び決算に関するもの 89 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　ばい煙量等測定記録 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　ボイラー性能検査関係 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　ボイラー等運転管理日誌 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　重油地下タンク法定検査報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　清掃実施報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　警備等業務日誌 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　飲料水水質検査成績表 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　空気環境測定記録 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　合併汚水処理施設点検記録簿 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　浄化槽法定検査 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　貯水槽清掃作業報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　レジオネラ関係 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　油圧エレベーター作業報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　電気保安協会点検表 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　消防用設備等点検結果報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　収納報告書 87 立山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　寄附金に関するもの 87 立山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 連絡会（令和2年度） 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　建物等使用許可関係 82 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　固定資産取得・除却関係綴 77 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係 15 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　県有財産賃貸借関係 78 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　定期業務契約関係綴 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（管理） 令和2年度　食堂業務契約更新関係綴 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2020年度 立山 総務・管理係（総務）証明書の交付等令和２年度 34 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）職員研修会関係令和２年度 68 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）安全運転管理者関係令和２年度 33 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　令和２年度 54 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）令和２年度保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿〈令和２年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書〈令和２年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　令和２年度 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　令和２年度 49 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係〈令和２年度〉 65 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願〈令和２年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿〈令和２年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　令和２年度 26 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　令和２年度 22 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　令和２年度 27 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　令和２年度 27 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　令和２年度 27 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係〈令和２年度〉 25 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係〈令和２年度〉 63 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係〈令和２年度〉 65 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会〈令和２年度〉 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当〈令和２年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿〈令和２年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿〈令和２年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿〈令和２年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係〈令和２年度〉 86 立山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　令和２年度 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　令和２年 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　令和２年度 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係〈令和２年度〉 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（令和２年度） 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係〈令和２年度〉 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係〈令和２年度〉 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　令和２年度 54 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等〈令和２年度〉 44 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2020年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等〈令和２年度〉 45 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　やんちゃキッズの大冒険 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　チャレンジ＆チェンジ！2020 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　立山通学合宿 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　ボランティア養成セミナー兼自然体験活動指導者養成
事業

107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　幼児期における自然体験活動指導者研修会 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　マイ・チェンジ・プロジェクト 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　共催・後援依頼関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　登録ボランティア関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　社会教育実習関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　教員免許状更新講習 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　立少フェスティバル 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職
令和３年度　ボランティア・ボランティアコーディネーターミックスキャ
ンプin立山

111 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　立山町との連携事業 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　ワクワク親子で大冒険‼～自然の中でいっぱい遊ぼう
～

107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　ＷＡ！んぱくキッズの森もりキャンプ 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　合同事前打合せ会 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　リーフレット配布 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　ボランティア関係 111 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　生活・自立支援キャンプ 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 令和３年度　原稿依頼関係 107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 企画指導専門職 高校生体験活動顕彰制度「地域探究プログラム」オリエンテーション
合宿

107 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 利用者名簿　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 利用承諾書　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 利用計画表　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 利用申込書　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 用具借用申込書　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 利用団体票・アンケート　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 連絡会・食堂委員会関係　令和３年度 112 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 ＦＵ・調査・回答　令和３年度 23 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 保健室使用記録 令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 検食記録　令和３年度 112 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 施設使用料等請求書　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 傷病記録表　令和３年度 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 衛生管理チェックシート　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 食数日計表　令和３年度 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 次年度利用申し込み関係 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 事業推進係 新型コロナウィルスに関するもの 21 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 移管

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　特定建築物の立ち入り検査関係 102 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　専用水道関係 102 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　管理点検表 102 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　予算関係 89 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　謝金・旅費 95 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　伝票及び証憑　物件費等 97 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　伝票及び証憑　光熱水料・電話等 97 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　契約に関するもの 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　電気契約関係 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　宿舎関係綴 92 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　宿舎現況記録 92 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　自動車検査証 93 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　無線関係綴 93 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　給水実績 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　重油・自家発電機・取水井・電力・LPG 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　A重油使用料 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　ネットワーク・アカウント関係 30 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　通知・調査・回答に関するもの 23 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　徴収確認日報 99 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　寝具類及びシーツ等賃貸借　一式 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年　清涼飲料水等（自動販売機）の提供業務　一式 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　予算及び決算に関するもの 89 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　ばい煙量等測定記録 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　ボイラー性能検査関係 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　ボイラー等運転管理日誌 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　重油地下タンク法定検査報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　清掃実施報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　警備等業務日誌 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　飲料水水質検査成績表 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　空気環境測定記録 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　合併汚水処理施設点検記録簿 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　浄化槽法定検査 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　貯水槽清掃作業報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　レジオネラ関係 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　ねずみ昆虫等点検調査報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　油圧エレベーター作業報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　電気保安協会点検表 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　消防用設備等点検結果報告書 103 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　収納報告書 87 立山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　寄附金に関するもの 87 立山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 連絡会（令和３年度） 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　建物等使用許可関係 82 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　固定資産取得・除却関係綴 77 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　消防計画・防火管理者及び消防訓練等関係 15 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　県有財産賃貸借関係 78 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　定期業務契約関係綴 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（管理） 令和３年度　食堂業務契約更新関係綴 98 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）証明書の交付等令和３年度 34 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）職員研修会関係令和３年度 68 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）安全運転管理者関係令和３年度 33 立山次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）非常勤職員任免関係　令和３年度 54 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）令和３年度保健福利厚生費による福祉事業等 64 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）休暇簿〈令和３年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）勤務しないことの承認に関する申出書〈令和３年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）勤務割振　令和３年度 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）勤務時間報告書　令和３年度 49 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）健康保険・厚生年金関係〈令和３年度〉 65 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）宿直勤務交代願〈令和３年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）出勤簿〈令和３年度〉 59 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）新聞記事等　令和３年度 26 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）調査・依頼・回答　令和３年度 22 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）旅行依頼　令和３年度 27 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）旅行命令　令和３年度 27 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）出張（研修・各種会議等）派遣依頼関係　令和３年度 27 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）共催事業・後援名義使用関係〈令和３年度〉 25 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）共済関係〈令和３年度〉 63 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）雇用保険関係〈令和３年度〉 65 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）富山県青少年教育施設協議会〈令和３年度〉 106 立山次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）寒冷地手当〈令和３年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）通勤手当認定簿〈令和３年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）住居手当認定簿〈令和３年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）扶養手当認定簿〈令和３年度〉 53 立山次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）子どもゆめ基金関係〈令和３年度〉 86 立山次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）時間外勤務管理簿及び時間外勤務書　令和３年度 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）年末調整関係　令和３年 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）基準給与簿　令和３年度 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）給与関係〈令和３年度〉 49 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）連絡会（令和３年度） 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）評価関係〈令和３年度〉 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）施設業務運営委員会関係〈令和３年度〉 18 立山次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）任免関係　令和３年度 54 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）人事異動情報確認票等〈令和３年度〉 44 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄

2021年度 立山 総務・管理係（総務）労働法関係諸届等〈令和３年度〉 45 立山次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 立山次長 廃棄



1977年度 若狭湾 工事 自然の家　工事設計図　S52.6 71 若狭湾次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1977年度 若狭湾 工事 自然の家　工事設計図　S52.6 71 若狭湾次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1981年度 若狭湾 工事 宿泊棟　建築工事①　S57.3.30 71 若狭湾次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1981年度 若狭湾 工事 大浜海岸国立少年自然の家建設に伴う測量調査設計委託業務報
告書

70 若狭湾次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1981年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館　敷地調査作業
　　　　　　　　　　　　　　　　敷地調査作業（変更）

71 若狭湾次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1982年度 若狭湾 工事
宿泊棟建築工事（変更）　S57.4.12
　　　　　　　　　　（第２回変更）　S57.5.8

71 若狭湾次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1982年度 若狭湾 工事
第９少年自然の家本館空調設備工事　完成図
　　　　　　　　　　　　　　　第2回空調設備工事
　　　　　　　　　　　　　　　第3回空調設備工事

71 若狭湾次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1982年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館電気工事　完成図（その1） 71 若狭湾次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1982年度 若狭湾 工事

第９少年自然の家宿泊棟建築工事
　　　　　　　　　　　　　　　　建築工事（変更）
　　　　　　　　　　　　　　　　建築工事（第2回変更）
　　　　　　　　　　　　　　　　第2回建築工事

71 若狭湾次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1982年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家宿泊棟電気工事
　　　　　　　　　　　　　　　　電気工事（変更）

71 若狭湾次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事
県単道路改良国立少年自然の家取付道路及び造成工事　小浜市
大浜地係　完成図

71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 建築工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 工事決定・変更通知書　関係図面（近畿地建） 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 工事決定・変更通知書　関係図面（近畿地建） 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 工事決定通知書・工事変更通知書 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 し尿浄化槽設備工事（改修・内部設備改修含む）　S58.7.27 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 宿泊棟　建築工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 電気工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 電気工事　本館 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館　電気工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 機械工事　宿泊棟 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 宿泊棟環境整備工事　S58.4.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 宿泊棟機械工事①（追加工事含む）　S58.4.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 宿泊棟第２回建築工事①　S58.4.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 宿泊棟電気工事①（変更含む）　S58.4.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 宿泊棟第２回建築工事（変更～第４回変更）　S58.4.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家　宿泊棟　機械工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家　本館シャッター図面　S58.11.01 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家宿泊棟環境整備工事
　　　　　　　　　　　　　　　　環境整備工事（変更）

71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家宿泊棟機械工事追加工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家宿泊棟電気工事　完成図 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家浄化槽設備工事　完成図 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館衛生設備工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事
第９少年自然の家本館衛生設備工事
　　　　　　　　　　　　　　　衛生設備工事（変更）
　　　　　　　　　　　　　　　浄化槽設備工事

71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館空調設備工事
　　　　　　　　　　　　　　第2回空調設備工事

71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事
第９少年自然の家本館建築工事
　　　　　　　　　　　　　　建築工事（変更）
　　　　　　　　　　　　　　第2回建築工事

71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館電気工事
　　　　　　　　　　　　　　第2回電気工事

71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館　衛生設備工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館　空調設備工事 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館　建築工事　S59.3.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館　建築工事（変更～第５回）　S59.3.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館・空調設備工事　S59.3.30 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1983年度 若狭湾 工事 本館電気工事　近畿地方建設局　S59.3.30　① 71 若狭湾次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 完成図　第９少年自然の家本館第二回電気工事 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 管理棟１，２階便所和→洋リモデル工事
管理棟２階脱衣室・浴室衛生器具取替　完成図書（図面・工程写真）

71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 空調設備工事　本館 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事
国立若狭湾少年自然の家　完成図書　わかさ　E01諸機器取扱説明
書

71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家　船艇用品庫更衣室取設工事　完成図 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家　わかさ　完成図書 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家　宿舎図面 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 自然の家　職員宿舎新築工事（日付不明） 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 自然の家　家具製作設置工事（変更含む）　S59.7.6 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



1984年度 若狭湾 工事 自然の家職員宿舎　工事図面　S59.6 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 第２回環境整備工事　関係図面 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 暖房等改修機械設備工事　関係図面 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 暖房等改修電気設備工事　関係図面 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 船艇用品庫更衣室新営その他工事　関係図面 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館　衛生設備工事・施工図　S59.8.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館　電気工事②　S59.8.1 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家改修電気設備工事　完成図（原図） 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家改修電気設備工事　施工図（変更含む） 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家職員宿舎外壁等改修工事 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家職員宿舎外壁等改修工事（第２回変更） 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家職員宿舎外壁等改修工事（変更） 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 自然の家　環境整備工事（変更含む）　S60.1.16 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 宿泊棟機械工事②（変更含む）　S60.2.28 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 宿泊棟電気工事②　S60.2.28 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 宿泊棟建築工事（変更）（第２回変更）②　S60.3.31 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 宿泊棟建築工事②　S60.2.28 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 第９　サッシ図　LD 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 第９　サッシ図　SD 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館　衛生設備工事施工図 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館建築工事　アルミ建具 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 第９少年自然の家本館建築自動扉　図面　S59.2.1 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館電気工事②　大栄電気（株）　S59.8.1 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館　衛生設備工事（変更・第２・３回変更含む）　S59.6.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第２・３回空調設備工事②（変更含む）　S59.8.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館電気工事（変更）　S59.5.31　① 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第２回電気工事　S59.6.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第２回電気工事・変更（第２回変更含む）　S59.8.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第２回空調設備工事①　S59.6.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第２回建築工事　S59.6.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第２回建築工事・変更　S59.8.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第３回空調設備工事（変更含む） 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第３回建築工事　S59.8.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 本館第３回建築工事・変更（第２回変更含む）　S59.8.15 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1984年度 若狭湾 工事 職員宿舎新築工事　関係図面 71 若狭湾次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 海洋施設敷地調査、新築工事、道路新設等工事　昭和60年11月 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 海洋施設敷地調査作業　S60.11 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 環境整備工事（変更含む）　S61.3.25 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 艇庫敷地造成　S60.11 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家宿泊棟第２回機械工事　完成図 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 宿泊棟第２回機械工事（変更含む）（第２回変更含む）　S60.9.30 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 宿泊棟第２回電気工事（変更　第２回変更含む）　S60.9.30 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1985年度 若狭湾 工事 宿泊棟第２回建築工事②（変更～第２回変更含む）　S60.9.30 71 若狭湾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家機械改修工事　竣工図 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家機械改修工事　完成図 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 艇庫新営その他工事（変更含む）　S62.3.20 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 電気工事　宿泊棟 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 特別地域内工作物新築行為協議について 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 船艇用品庫新営その他工事　S62.3.20 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 船艇用品庫新営その他工事・変更　S62.3.20 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 船艇用品庫新営その他工事 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1986年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家船艇庫新営その他工事（電気設備）完成図 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



1986年度 若狭湾 工事 艇庫新営その他工事 71 若狭湾次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1987年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家　第２回環境整備工事の内測量作業　報告書
昭和63年2月

71 若狭湾次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1988年度 若狭湾 工事 海洋施設整備工事（変更含む）　S63.11.30 71 若狭湾次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1988年度 若狭湾 工事 生産広場整備工事（変更含む）　S64.3.20 71 若狭湾次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1988年度 若狭湾 工事 第２回環境整備工事　S63.1.31～3.31 71 若狭湾次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1988年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家　宿泊棟　第２回電気工事 71 若狭湾次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1989年度 若狭湾 工事 自然の家　避難小屋新営工事（変更含む）　H2.3.25 71 若狭湾次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1989年度 若狭湾 総務 土地借入　契約書（県有土地・建物）　財産貸付要領 71 若狭湾次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1989年度 若狭湾 工事
若狭湾少年自然の家　海岸遊歩道調査作業　報告書　平成元年3
月

71 若狭湾次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1991年度 若狭湾 工事 海岸遊歩道整備工事　H3.7.31 71 若狭湾次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1991年度 若狭湾 総務 平成3年度　国有財産関係綴 71 若狭湾次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1992年度 若狭湾 人事 事務補佐員任免　平成3年度～平成4年度 44 若狭湾次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1992年度 若狭湾 人事 人事関係例規　平成4年～ 11 若狭湾次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1992年度 若狭湾 工事 庇改修工事（本館）　H5.3.25 71 若狭湾次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1992年度 若狭湾 総務 平成4年度　国有財産関係書類綴 71 若狭湾次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1992年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家第２キャンプ場工事　自然公園法協議書　平
成四年十二月

71 若狭湾次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1993年度 若狭湾 工事 自然の家　機械改修工事　H6.3.30 71 若狭湾次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1993年度 若狭湾 工事 自然の家　機械改修工事（完成図）　H6.3.30 71 若狭湾次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1993年度 若狭湾 工事 自然の家　建築改修工事　H6.3.30 71 若狭湾次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1993年度 若狭湾 工事 自然の家　電気改修工事（完成図）　H6.3.30 71 若狭湾次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1993年度 若狭湾 工事 職員宿舎改修工事　H6.3.25 71 若狭湾次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1993年度 若狭湾 工事 つどいの広場等整備工事（第２回変更含む）　H5.7.30 71 若狭湾次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家宿泊棟改修工事（変更含む）（第２回変更
含む）　H6.5.30

71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家第二キャンプ建築工事（変更）（第２回変
更）　H6.5.30

71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 少年自然の家第二キャンプ場造成（その２）工事（変更・第２回変更
含む）　H6.5.30

71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 第二キャンプ場造成工事（変更含む）　H6.5.30 71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家第２キャンプ場その他設備工事・変更（第二回
変更含む）　H6.5.30

71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家第二キャンプ場その他設備工事　H6.5.30 71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家第２キャンプ場その他設備工事　完成図書 71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家第２キャンプ場その他設備工事　完成図 71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家電気改修工事　完成図 71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1994年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家電気改修工事　完成図 71 若狭湾次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 総務係 土地借上関係 77 若狭湾次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設（建築工事）（変更～第３
回変更含む）　H7.6.30

71 若狭湾次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設（電気工事）（変更・第２
回変更含む）完成図含む　H8.3.10

71 若狭湾次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設電気工事　完成図 71 若狭湾次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 工事 屋内多目的活動施設機械工事（変更含む）　H8.3.10 71 若狭湾次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 工事 屋内多目的活動施設第２回建築工事（変更含・第２回変更）
H8.3.10

71 若狭湾次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1995年度 若狭湾 工事
屋内多目的活動施設第３回建築工事（変更～第３回変更含む）
H8.7.31

71 若狭湾次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 総務係 救助艇　承認図書 71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 工事 自然監察用タイドプールの設計　平成８年５月９日 71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 工事 ボランティア用宿泊棟新営工事　平成９年３月３１日 71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設　建築工事 71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 工事
若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設電気・機械工事　設計図
書

71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設機械工事　完成図 71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1996年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家屋内多目的活動施設電気工事　完成図 71 若狭湾次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1997年度 若狭湾 人事 事務補佐員任免　平成5年度～平成9年度 44 若狭湾次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1997年度 若狭湾 人事 人事関係例規　平成5年度～平成9年度 11 若狭湾次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1997年度 若狭湾 工事 自然の家　重油除去工事　H9.7 71 若狭湾次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1997年度 若狭湾 工事 平成９年度　国立若狭湾少年自然の家し尿浄化槽設備工事 71 若狭湾次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1998年度 若狭湾 工事 高圧ケーブル取替及び電気配線補修　H11.3.23 71 若狭湾次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 人事 事務補佐員任免　平成10年度～平成11年度 44 若狭湾次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄



1999年度 若狭湾 工事 １１年度　若狭湾少年自然の家改修機械設備工事　完成図 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 １１年度　若狭湾少年自然の家改修機械設備工事　施工図 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 １１年度　若狭湾少年自然の家改修機械設備工事　施工図 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 自然の家　改修機械工事　別刷　変更　H12.3.21 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 自然の家　改修機械設備工事　H12.3.21 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 自然の家改修機械設備工事　完成図　H12.3.21 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 自然の家改修機械設備工事　施工図　H12.3.21 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 総務 土地登記簿謄本綴 1 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 平成１１年度　若狭湾少年自然の家改修電気設備工事　完成図 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 改修機械設備工事（平成12年3月21日） 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1999年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家改修機械設備工事　施工図　H12.3.21 71 若狭湾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2000年度 若狭湾 工事 １２年度　若狭湾少年自然の家海浜整備工事　完成図 71 若狭湾次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2000年度 若狭湾 工事 合併処理施設接触ろ材取替工事　平成１２年８月 71 若狭湾次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 人事 事務補佐員任免　平成12年度～平成13年度 44 若狭湾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 総務係 独立行政法人国立少年自然の家規則集 11 若狭湾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 海浜整備工事（変更含む）　H13.3.19 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 各種図面（類型不可まとめ） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 建設省借上宿舎関係 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 工事整備対象設備等着工届出書 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家　完成図書　わかさ　E01諸機器取扱説明
書

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房棟改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事（その２）　施工図

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾青少年自然の家人道橋等塗装改修工事（日付不明） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟改修エレベーター工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟改修エレベーター工事　完成
図

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修電気設備工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修電気設備工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房棟改修工事　完成図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修工事　工事写真 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修エレベータ工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事　工事写真　株式
会社日登建設

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事　工事写真No.1 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事　工事写真No.2 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事　施工計画書綴
り　株式会社日登建設

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事その２　工事写真 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家厨房改修工事　厨房配置図・機器図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家ボランティア用宿泊棟新営工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家宿舎設備改修工事　施工図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 自然の家　給排水衛生設備工事（手洗場新設工事）（日付不明） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 自然の家　法面復旧工　現況図（日付不明） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 宿泊棟改修工事完成予想図（つどいの広場）（日付不明） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 消火設備関係届出書　自動火災報知設備 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 職員宿舎外壁改修工事　H13.9 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 生活研修棟改修エレベータ工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修・厨房等改修　電気設備工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 駐車場周辺排水路関連図（日付不明） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 艇庫周辺関連図面（カッター・わかさ含む）（日付不明） 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家国立若狭湾少年自然の家生活研
修棟等改修機械設備工事　工事材料検査書　工事材料搬入報告書
（株）福井建材社

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家国立若狭湾少年自然の家生活研
修棟等改修機械設備工事　工事写真　（株）福井建材社

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家国立若狭湾少年自然の家生活研
修棟等改修機械設備工事　工事写真　（株）福井建材社

71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家　海浜整備工事 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2001年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家海浜整備工事　完成図・施工図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家改修電気設備工事　施工図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家改修電気設備工事　完成図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2001年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家海浜整備工事　完成図・施工図 71 若狭湾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟改修エレベータ工事
H15.2.28

71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟　改修機械設備工事（その２・その３含む）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟改修工事（その２含む）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟厨房等改修　電気設備工事　　（完成図含む）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟厨房等改修機械設備工事（完成図含む）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟厨房等改修工事①　H15.2.20 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟厨房等改修工事②　施工・完成図　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修　電気設備工事①　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修　電気設備工事②（その２工事・完成図工事）
H15.2.28

71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修機械設備工事（その2）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修機械設備工事（その3）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修機械工事（その２・３含む）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修機械工事（その２含む）・完成図　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修電気設備工事（その2）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修工事施工図（その２含む）　H15.2.28 71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2002年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟厨房等改修電気設備工事　完成図書　平成15年2月

71 若狭湾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 総務係 独立行政法人化に伴う労働基準局への提出書類 45 若狭湾次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 各種書類綴　国立若狭湾少年自然の家船艇用品庫更衣室取設工
事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 講師室・厨房冷房整備工事　関係図面 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 人道橋等塗装改修工事　H6.1.10 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修・厨房等改修　機械設備工事 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 生活研修棟等改修・厨房等改修　建築工事 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　基幹・環境整備等設計
業務　国立若狭湾青少年自然の家　宿泊棟空調設備他改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工事
国立若狭湾青少年自然の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工
事（一部設計変更）　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　基幹・環境整備等（防火防炎システム）改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　基幹・環境整備等（防火防炎システム）改修工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　宿泊棟空調設備他改修工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　宿泊棟空調設備他改修工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　宿泊棟空調設備他改修工事
国立若狭湾青少年自然の家　宿泊棟空調設備他改修工事（一部設
計変更）　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家　生活
研修棟厨房等改修機械設備工事　施工図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家　生活
研修棟等改修機械設備工事
生活研修棟等改修機械設備工事（その２）
生活研修棟等改修機械設備工事（その３）　施工図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家災害
復旧設計業務　報告書　平成１７年２月

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家災害
復旧工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟改修機械設備工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修機械設備工事（その
２）

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟厨房等改修機械設備工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟厨房等改修機械設備工事　完成図書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修機械設備工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修機械設備工事　完成図書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修機械設備工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟厨房等改修機械設備工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修機械設備工事（その2）　完成図書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修機械設備工事（その3）　完成図書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修電気設備工事　完成図書　平成15年2月

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家生活
研修棟等改修電気設備工事（その2）　完成図書　平成15年2月

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立青少年教育振興機構　基幹・環境整備等設計業
務　国立若狭湾青少年自然の家　宿泊棟空調設備他改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家　基幹・環境整備等（防火防炎システム）改修工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家基幹・環境整備等（電気設備）改修工事　朱書き訂正図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家基幹・環境整備等（防火防炎システム）改修工事　平成二十三
年七月

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家なぎさ遊歩橋等改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家なぎさ遊歩橋等改修工事

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家なぎさ遊歩橋等改修工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家なぎさ遊歩橋等改修工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家なぎさ遊歩橋等改修工事　施工図（建具関係）

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

なぎさ遊歩橋等改修工事（追加変更工事）
オイルポンプ室、排煙窓各所
樋、大階段手摺、大階段天井、食堂前木製デッキ、渡橋（人道橋）
（日付不明）

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 船艇用品庫更衣室取設　・工事　・機械設備工事　・電気設備工事
H15.7.15

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
国立若狭湾青少年の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工事
（一部設計変更）

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家高圧ケーブル取替等及び電気配管補修
工事　完成図書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修工事 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事　完成図 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事（その2）　完成図 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事（その2）
各書類関係綴り　株式会社日登建設

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事（その2）
出荷証明書他綴り　株式会社日登建設

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事

国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟厨房等改修工事
国立若狭湾少年自然の家生活研修棟等改修工事（その2）
工事日誌　株式会社日登建設

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 国立少年自然の家整備事業（電気電話引込）工事　完成図 71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 若狭湾少年自然の家職員宿舎外壁等改修工事　完成図、取扱説明
書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事
若狭湾少年自然の家生産広場整備工事（電気・給排水衛生）　完成
図書

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2003年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立少年自然の家　国立若狭湾少年自然の家排水
路等復旧工事　完成図

71 若狭湾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2004年度 若狭湾 工事 １６年度　国立若狭湾少年自然の家宿舎設備改修工事　完成図 71 若狭湾次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2004年度 若狭湾 工事 宿舎設備改修工事　施工図　完成図　H16.12.20 71 若狭湾次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 ⑰若狭湾少年自然の家職員宿舎外壁等改修工事 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 海洋施設新築工事（日付不明） 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 海洋施設取付道路新設工事（日付不明） 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 国立若狭湾青少年自然の家なぎさ遊歩橋等改修工事　H18.1.26 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 自然の家　職員宿舎外壁等改修工事（変更等第２回変更含む）
H17.12.20

71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 管理（施設） 自然の家　なぎさ遊歩橋等改修工事　H18.1.26 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 自然の家　夕日の広場下水路復旧工事　H17.11 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立若狭湾青少年自然
の家なぎさ遊歩橋等改修工事　完成図　H18.2

71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 文部科学省若狭湾少年自然の家　職員宿舎外壁改修工事 71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2005年度 若狭湾 工事 文部科学省若狭湾少年自然の家職員宿舎外壁改修工事　積算根
拠

71 若狭湾次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2006年度 若狭湾 工事 第３駐車場上　水路復旧工事　平成１８年４月 71 若狭湾次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2006年度 若狭湾 工事 排水路等改修工事　平成１９年３月２０日 71 若狭湾次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2007年度 若狭湾 管理（施設） 国立若狭湾青少年自然の家なぎさ遊歩橋等改修工事　提出書類 71 若狭湾次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2009年度 若狭湾 運営 独法関係　3 17 若狭湾次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2009年度 若狭湾 工事 平成21年度　工事関係 71 若狭湾次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃　平成13～22年度 11 若狭湾次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 総務係 消防訓練　平成13年度～ 15 若狭湾次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 総務係 土地・建物貸付関係　平成22年度 77 若狭湾次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 総務 防災関係　平成20～22年度 15 若狭湾次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事 H22空調設備・浄化槽設備工事 71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事
国立若狭湾青少年自然の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工
事　H23.3.15

71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事
国立若狭湾青少年自然の家　基幹・環境整備等（電気設備）改修工
事（一部設計変更）　H23.3.15

71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事 宿泊棟　空調設備他改修工事　H22.12.13 71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事 宿泊棟空調設備等改修工事　H23.3.15 71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事 平成22年度　工事関係 71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2010年度 若狭湾 工事 平成２２年度宿泊棟空調設備等改修工事　H23.3.15 71 若狭湾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2011年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2011年度 若狭湾 総務 災害報告　平成23年度 15 若狭湾次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2011年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機　国立若狭湾青少年自然の
家基幹・環境整備等（防火防炎システム）改修工事　完成図書　平
成２４年２月

71 若狭湾次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2011年度 若狭湾 工事
独立行政法人国立青少年教育振興機　国立若狭湾青少年自然の
家基幹・環境整備等（防火防炎システム）改修工事　完成図書　平
成２４年２月

71 若狭湾次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2012年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2012年度 若狭湾 総務係 企画推進会議資料（H24年度） 18 若狭湾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2012年度 若狭湾 総務係 施設業務運営委員会　２０１１年度～２０１２年度 18 若狭湾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2012年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2012年度 若狭湾 総務係 職員任免　平成24年度 44 若狭湾次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2012年度 若狭湾 総務係 工事完了写真　平成24年度 71 若狭湾次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2013年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2013年度 若狭湾 総務係
月次報告　計算証明に関する会計検査院への報告
契約の公表基準
取得・除却資産の報告　平成20年度～平成25年度

85 若狭湾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2013年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2013年度 若狭湾 総務係 職員任免 44 若狭湾次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2014年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2014年度 若狭湾 総務係 運営協議会関連 18 若狭湾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 若狭湾次長 廃棄

2014年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2014年度 若狭湾 総務係 平成２６年度施設業務運営委員会資料 18 若狭湾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2014年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2014年度 若狭湾 工事 国立若狭湾青少年自然の家　建築基準法第十二条定期調査に伴う
防火設備他改修工事　管理図書・工事写真帳

71 若狭湾次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　1 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　2 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　3 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　4 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　5 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　6 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　7 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 出納計算書 86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係
厨房機器更新費収納月報
収納報告書
参加費収入予算要求書

86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 平成27年度
若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業

86 若狭湾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 月次報告
取得・除却資産の報告

85 若狭湾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 平成２７年度施設業務運営委員会資料 18 若狭湾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2015年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 基準給与簿 52 若狭湾次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 給与関係　28年度 52 若狭湾次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 住宅手当 53 若狭湾次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 通勤手当 53 若狭湾次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 扶養手当 53 若狭湾次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　1 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　2 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　3 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　4 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　5 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　6 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 出納計算書 86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係
厨房機器更新費収納月報
収納報告書
参加費収入予算要求書

86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係
平成28年度
若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業

86 若狭湾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2016年度 若狭湾 総務係 施設業務運営委員会　２０１４年度～２０１６年度 18 若狭湾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 平成２８年度施設業務運営委員会資料 18 若狭湾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 防災関係　平成23～28年度 15 若狭湾次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 事業係 工事立合報告書 71 若狭湾次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2016年度 若狭湾 総務係 非常用災害時復旧活動用船舶の手配及び傭船に関する協定（株式
会社そともめぐり）

2 若狭湾次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 教育事業後援依頼関係 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 承諾書・利用申込書４月～６月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 承諾書・利用申込書７月～８月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 承諾書・利用申込書９月～３月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 利用者アンケート 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 ４月～６月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 ７月～８月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 ９月～３月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 日帰り利用団体 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報４月～６月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報７月～８月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報９月～３月 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（小学校） 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（中学校） 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（高校） 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（青少年団体①） 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（青少年団体②） 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（一般団体） 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 キャンセル・日程変更申込書 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 定例記者会見資料 26 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 機構本部関係 22 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 広報・ホームページ 26 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 海洋系会議・依頼等 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 ブース出店 105 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 小浜市関係 106 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 ボランティア関係 109 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 概要（平成28年度～平成29年度） 26 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 旅行依頼・命令簿　1 94 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 旅行依頼・命令簿　2 94 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 旅行依頼・命令簿　ボランティア 94 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知　1 22 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知　2 22 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼　1 22 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼　2 22 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼　3 22 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 他機関からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 他機関からの通知 23 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 共済・社会保険関係 63 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 財産形成貯蓄等関係 62 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係

職務専念義務の免除
週休日の振替関係
代休日指定簿
宿直交代願

59 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 非常勤職員任免 55 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 雇用保険関係 65 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 常勤職員任免 54 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 勤務時間報告書 59 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 勤務時間割振関係 59 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2017年度 若狭湾 総務係 予算関連ファイル 88 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 宿舎関係 91 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 免税軽油関係綴 97 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）随意契約 97 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）入札関連 97 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 救助艇（わかさ）入札契約関係 97 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 小型カッター（6m）入札契約関係 97 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼2 23 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 ボイラー保守点検（平成28年度） 96 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 合併処理浄化槽保守点検表（アクアテック） 101 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 傷害保険 30 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 水泳監視員業務日報　平成29年度 102 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 法定点検　建築基準法関連（平成26年度～平成29年度） 101 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 清掃実施報告書 96 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 警備関係（宿直日誌） 96 若狭湾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 通勤手当 53 若狭湾次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 基準給与簿 52 若狭湾次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 単身赴任手当 53 若狭湾次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 給与関係　29年度 52 若狭湾次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　1 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　2 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　3 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　4 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　5 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係
平成28年度
若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業　①　原議書
等

86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係
平成28年度
若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業　②　請求書
等

86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係
厨房機器更新費収納月報
収納報告書
参加費収入予算要求書

86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 平成２９年度施設業務運営委員会資料 18 若狭湾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 救助艇わかさ　承認図書 80 若狭湾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 規程の制定・改廃 11 若狭湾次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 国立若狭湾青少年自然の家　救助艇わかさ　取扱説明書　平成30
年3月29日就航

76 若狭湾次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 国立若狭湾青少年自然の家　救助艇わかさ　完成図書　平成30年3
月30日就航

76 若狭湾次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係
国立若狭湾青少年自然の家　救助艇わかさ　工事写真帳
平成29年5月18日着工　平成30年3月31日竣工

76 若狭湾次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 事業係 工事立合報告書 71 若狭湾次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2017年度 若狭湾 総務係 国立若狭湾青少年自然の家　管理棟等改修工事（特記仕様書） 71 若狭湾次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 教育事業後援依頼関係 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 承諾書・利用申込書 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 利用者アンケート 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 日帰り利用団体 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（小学校） 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（中学校） 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（高校） 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（青少年団体） 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（一般団体） 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2018年度 若狭湾 事業係 機構本部関係 22 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 広報・ホームページ 26 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 ブース出店 105 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 社会教育実習生･インターンシップ 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 体験の風をおこそう運動 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 利用団体管理システム 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 研修支援 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 検食簿 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 危機管理体制見直し 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 食堂委員会 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 団体受け入れ 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 地域連携 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 事業係 ファミリーフェスティバル③～若狭湾クラフトマルシェ～ 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 概要（平成29年度～平成30年度） 26 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 旅行依頼・命令簿　1 94 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 旅行依頼・命令簿　2 94 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 旅行依頼・命令簿　ボランティア 94 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知　1 22 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知　2 22 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼　1 22 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼　2 22 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 他機関からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 他機関からの通知 23 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 共済・社会保険関係 63 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 財産形成貯蓄等関係 62 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係

職務専念義務の免除
週休日の振替関係
代休日指定簿
宿直交代願

59 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 非常勤職員任免 55 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 雇用保険関係 65 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 常勤職員任免 54 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 勤務時間報告書 59 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 勤務時間割振関係 59 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 予算関連ファイル 88 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 宿舎関係 91 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 免税軽油関係綴 97 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）随意契約 97 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）入札関連 97 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼2 23 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 ボイラー保守点検（平成29年度） 96 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 合併処理浄化槽保守点検表（アクアテック） 101 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 傷害保険 30 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 水泳監視員業務日報　平成30年度 102 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 清掃実施報告書 96 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 警備関係（宿直日誌） 96 若狭湾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 通勤手当 53 若狭湾次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 基準給与簿 52 若狭湾次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 単身赴任手当 53 若狭湾次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 給与関係　30年度 52 若狭湾次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　1 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　2 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　3 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　4 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　5 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係
平成29年度
若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業　①　原議書
等

86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係
平成29年度
若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業　②　請求書
等

86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係
厨房機器更新費収納月報
収納報告書
参加費収入予算要求書

86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2018年度 若狭湾 総務係 平成30年度施設業務運営委員会資料 18 若狭湾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 防災関係 54 若狭湾次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 常勤職員任免 54 若狭湾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 非常勤職員任免 55 若狭湾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 基準給与簿 52 若狭湾次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 給与関係　30年度 52 若狭湾次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 通勤手当 53 若狭湾次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 単身赴任手当 53 若狭湾次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 勤務時間報告書 59 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 勤務時間割振関係 59 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 雇用保険関係 65 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 共済・社会保険関係 63 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係

職務専念義務の免除
週休日の振替関係
代休日指定簿
宿直交代願

59 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知 22 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼 22 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 他機関からの通知 23 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 他機関からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 予算関連ファイル 88 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿 86 若狭湾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）随意契約 97 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）入札関連 97 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 厨房機器更新費収納月報　収納報告書　参加費収入予算要求書 86 若狭湾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 免税軽油関係綴 97 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 財産形成貯蓄等関係 62 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 宿舎関係 91 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 清掃実施報告書 96 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 警備関係（宿直日誌） 96 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 ボイラー保守点検（平成31年度） 96 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 合併処理浄化槽保守点検表（アクアテック） 101 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 平成30年度若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業 86 若狭湾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 傷害保険 30 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 概要（平成31年度） 26 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 調整プログラム 若狭湾次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 利用者一覧 若狭湾次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 教育事業後援依頼関係 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 承諾書・利用申込書 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 利用者アンケート 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2019年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 日帰り利用団体 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（小学校） 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（中学校） 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（高校） 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（青少年団体） 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（一般団体） 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 機構本部関係 22 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 広報・ホームページ 26 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 ブース出展 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 検食簿 96 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 危機管理体制見直し 104 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 食堂委員会 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 子どもゆめ基金助成活動募集説明会 108 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 事業係 ファミリーフェスティバル③～若狭湾クラフトマルシェ～ 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 企画指導専門職 教育事業 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 企画指導専門職 カッター乗艇計画書 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 企画指導専門職 スノーケリング計画書 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2019年度 若狭湾 企画指導専門職 シーカヤック計画書 105 若狭湾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 防災関係 54 若狭湾次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 常勤職員任免 54 若狭湾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 非常勤職員任免 55 若狭湾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 基準給与簿 52 若狭湾次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 給与関係 52 若狭湾次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 通勤手当 53 若狭湾次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 単身赴任手当 53 若狭湾次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 勤務時間報告書 59 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 勤務時間割振関係 59 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 雇用保険関係 65 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 共済・社会保険関係 63 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係

職務専念義務の免除
週休日の振替関係
代休日指定簿
宿直交代願

59 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知 22 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼 22 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 他機関からの通知 23 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 他機関からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 予算関連ファイル 88 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿 86 若狭湾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）随意契約 97 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）入札関連 97 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 厨房機器更新費収納月報　収納報告書　参加費収入予算要求書 86 若狭湾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 免税軽油関係綴 97 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 財産形成貯蓄等関係 62 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 宿舎関係 91 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 清掃実施報告書 96 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 警備関係（宿直日誌） 96 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 ボイラー保守点検 96 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 合併処理浄化槽保守点検表（アクアテック） 101 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進事業 86 若狭湾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 事務文書綴 37 若狭湾次長 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2020年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 傷害保険 30 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 調整プログラム 若狭湾次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 利用者一覧 若狭湾次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 教育事業後援依頼関係 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 承諾書・利用申込書 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 利用者アンケート 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 日帰り利用団体 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（小学校） 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（中学校） 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（高校） 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（青少年団体） 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（一般団体） 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 機構本部関係 22 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 広報・ホームページ 26 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 ブース出展 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 検食簿 96 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 危機管理体制見直し 104 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 食堂委員会 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 子どもゆめ基金助成活動募集説明会 108 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 ファミリーフェスティバル③～若狭湾クラフトマルシェ～ 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 事業係 新型コロナウイルス対策 114 若狭湾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 国立公文書館へ移管

2020年度 若狭湾 企画指導専門職 教育事業 105 若狭湾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 企画指導専門職 カッター乗艇計画書 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 企画指導専門職 スノーケリング計画書 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2020年度 若狭湾 企画指導専門職 シーカヤック計画書 105 若狭湾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 防災関係 54 若狭湾次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 規程・内規・申合せ 11 若狭湾次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 労働基準監督署関係 45 若狭湾次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 常勤職員任免 54 若狭湾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 非常勤職員任免 55 若狭湾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 基準給与簿 52 若狭湾次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 給与関係 52 若狭湾次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 退職者手当 53 若狭湾次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事業係 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 勤務時間報告書 59 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 勤務時間割振関係 59 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 出勤簿・年休簿・休暇簿 59 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 雇用保険関係 65 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月2日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 共済・社会保険関係 63 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月3日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 職務専念義務の免除、宿直日誌
週休日の振替関係、宿直交代願、代休日指定簿

59 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月4日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 法人本部からの通知 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月5日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 法人本部からの調査・依頼 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月6日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 他機関からの通知 23 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月7日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 他機関からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月8日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 事件・事故関係 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年4月8日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 予算関連ファイル 88 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（光熱水料） 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2021年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（年間契約） 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（旅費・謝金） 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 支払決議書及び送付簿　（物件工事費他） 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）随意契約 97 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 契約伺（物品購入・役務等）入札関連 97 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 厨房機器更新費収納月報　収納報告書　参加費収入予算要求書 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 免税軽油関係綴 97 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 財産形成貯蓄等関係 62 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 宿舎関係 91 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 清掃実施報告書 96 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 警備関係（宿直日誌） 96 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 ボイラー保守点検 96 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 合併処理浄化槽保守点検表（アクアテック） 101 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 連携会議 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 事務文書綴 37 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 事業協賛金・寄附金等 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 傷害保険 30 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 文部科学省・法人本部からの調査・依頼 23 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 運営協議会関係 18 若狭湾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 企画推進会議 18 若狭湾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 ゆうメール・料金後納郵便物差出表 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 共用車運行命令・記録簿　令和3年度 33 若狭湾次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 警察届出関係 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 新型コロナウイルス対策 114 若狭湾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 国立公文書館へ移管

2021年度 若狭湾 総務係 出納計算書 86 若狭湾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 法定点検（建築基準法関係） 101 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 総務係 危機管理対応 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 調整プログラム 105 若狭湾次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 利用者一覧 105 若狭湾次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 教育事業後援依頼関係 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 利用団体管理システム 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 物品等借用書・破損報告書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 職員戦略会議 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 賠償責任保険事故報告書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 ボランティア関係 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 事業係雑文書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 キャンセル・日程変更申込書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 利用団体提出書類チェック表・食事クラフト注文書・参加者名簿 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 利用者アンケート 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 利用団体受付票 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 日帰り利用団体 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 料金徴収確認日報 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（小学校） 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（中学校） 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（高校） 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（青少年団体） 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 事前打合せの記録及び活動プログラム（一般団体） 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 機構本部関係 22 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 広報・ホームページ 26 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 ブース出展 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 検食簿 96 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 事業係 食堂委員会 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄



2021年度 若狭湾 事業係 子どもゆめ基金助成活動募集説明会 108 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 企画指導専門職 教育事業 105 若狭湾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 企画指導専門職 カッター乗艇計画書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 企画指導専門職 スノーケリング計画書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

2021年度 若狭湾 企画指導専門職 シーカヤック計画書 105 若狭湾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 若狭湾次長 廃棄

1980年度 曽爾 運営 昭和５５年事業開始式関係 4 曽爾次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 曽爾次長 廃棄

1980年度 曽爾 運営 国立第５少年自然の家創設資料調査綴 1 曽爾次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1980年度 曽爾 運営 国立第５少年自然の家創設資料調査綴（近畿地方建設局関係） 1 曽爾次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1980年度 曽爾 運営 国立第５少年自然の家創設資料調査綴（現地調査資料） 1 曽爾次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1980年度 曽爾 運営 国立第５少年自然の家創設資料調査綴（奈良県関係） 1 曽爾次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1981年度 曽爾 運営 昭和５６年開所式関係資料 4 曽爾次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 曽爾次長 廃棄

1985年度 曽爾 運営 昭和６０年事業開始５周年記念式典関係 4 曽爾次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 曽爾次長 廃棄

1989年度 曽爾 運営 平成元年国立曽爾少年自然の家創立１０周年記念式典 4 曽爾次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 曽爾次長 廃棄

1992年度 曽爾 人事 平成４年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1992年度 曽爾 運営 国立曽爾少年自然の家所内規程の制定・改廃（１） 11 曽爾次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1992年度 曽爾 運営 平成４年延宿泊者１００万人達成記念式典関係 4 曽爾次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫１ 曽爾次長 廃棄

1993年度 曽爾 人事 平成５年度～平成６年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1996年度 曽爾 人事 平成７年度～平成８年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1998年度 曽爾 人事 平成９年度～平成１０年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1999年度 曽爾 工事 完成図書 1 曽爾次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 曽爾次長 廃棄

2000年度 曽爾 人事 平成１１年度～平成１２年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2000年度 曽爾 物品管理 物品管理簿 70 曽爾次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2000年度 曽爾 運営 平成１２年国立曽爾少年自然の家２０周年記念式典 4 曽爾次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2000年度 曽爾 運営 平成１２年国立曽爾少年自然の家エコロジーホール開館式関係 4 曽爾次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 運営 国立曽爾少年自然の家所内規程の制定・改廃（２） 11 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 運営 独立行政法人国立少年自然の家規則集（１） 11 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 運営 独立行政法人国立少年自然の家規則集（２） 11 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 人事 平成１３年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 人事 公務災害・通勤災害綴 15 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 人事 労働協定・就業規則・意見聴取 45 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 維持管理 国立曽爾少年自然の家消防計画 15 曽爾次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 国有財産 国有財産台帳関係 70 曽爾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 国有財産 承継財産手続関係 70 曽爾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 国有財産 無料宿舎指定台帳・宿舎現況記録 70 曽爾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫２ 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 人事 昭和５６年度以降　人事記録 42 曽爾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2001年度 曽爾 文書・広報 公印関係 5 曽爾次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2002年度 曽爾 固定資産 固定資産管理台帳 76 曽爾次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2002年度 曽爾 固定資産 固定資産管理プレート関係 76 曽爾次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2002年度 曽爾 人事 平成１４年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2002年度 曽爾 工事 平成１４年度暖房設備改修工事関係ＮＯ１、ＮＯ２ 70 曽爾次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2003年度 曽爾 人事 平成１５年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2003年度 曽爾 工事 平成１５年度暖房設備改修工事関係 70 曽爾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2003年度 曽爾 工事 平成１５年度暖房設備改修工事関係ＮＯ２ 70 曽爾次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2004年度 曽爾 人事 平成１６年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2005年度 曽爾 人事 労働協定・就業規則・意見聴取 45 曽爾次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2005年度 曽爾 人事 平成１７年度任免（１）定員内職員 44 曽爾次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2006年度 曽爾 総務 平成１８年度規程の制定・改廃 11 曽爾次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2006年度 曽爾 総務 平成１８年度定員内職員 44 曽爾次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2006年度 曽爾 総務 平成１８年度刊行物 6 曽爾次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2006年度 曽爾 総務 平成１８年度人事記録 42 曽爾次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2006年度 曽爾 総務 平成１８年度公印関係 5 曽爾次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2007年度 曽爾 総務 平成１９年度規程の制定・改廃 11 曽爾次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2007年度 曽爾 総務 平成１９年度労働協定・就業規則・意見聴取 45 曽爾次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2007年度 曽爾 総務 平成１９年度定員内職員 44 曽爾次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2007年度 曽爾 総務 平成１９年度刊行物 6 曽爾次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2007年度 曽爾 総務 平成１９年度人事記録 42 曽爾次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2007年度 曽爾 総務 平成１９年度公印関係 5 曽爾次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2008年度 曽爾 総務 平成２０年度規程の制定・改廃 11 曽爾次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2008年度 曽爾 総務 平成２０年度労働協定・就業規則・意見聴取 45 曽爾次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2008年度 曽爾 総務 平成２０年度定員内職員 44 曽爾次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2008年度 曽爾 総務 平成２０年度人事記録 42 曽爾次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2009年度 曽爾 総務 平成21年度所内規程の制定・改廃 11 曽爾次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2009年度 曽爾 総務 平成21年度労働協定・就業規則・意見聴取 45 曽爾次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2009年度 曽爾 総務 平成21年度定員内職員 44 曽爾次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2009年度 曽爾 総務 平成21年度曽爾の風 6 曽爾次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2009年度 曽爾 総務 平成21年度人事記録 42 曽爾次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2010年度 曽爾 総務係 平成２２年度　人事関係（定員内職員） 44 曽爾次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2010年度 曽爾 総務係 平成２２年度　労働協定・就業規則・意見聴取 45 曽爾次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2010年度 曽爾 総務係 平成２２年度　人事記録 42 曽爾次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2011年度 曽爾 総務係 平成２３年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2011年度 曽爾 総務係 平成２３年度　人事記録 42 曽爾次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2011年度 曽爾 総務係 平成２３年度　人事関係（定員内職員） 42 曽爾次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 総務係 平成２４年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 総務係 平成２４年度　連絡会議 18 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 総務係 平成２４年度　非常勤職員の任免・給与等 47 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 総務係 平成２４年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 管理係 管理係関係 18 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 管理係 固定資産 80 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 企画指導専門職 教育事業 18 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 企画指導専門職 外部評価委員会 18 曽爾次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 総務係 平成２４年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2012年度 曽爾 総務係 平成２４年度　人事関係 42 曽爾次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 総務係 平成２５年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 総務係 平成２５年度　連絡会議 18 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 総務係 平成２５年度　非常勤職員の任免・給与等 47 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 総務係 平成２５年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 管理係 管理係関係 18 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 管理係 固定資産 80 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 企画指導専門職 教育事業 18 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 企画指導専門職 外部評価委員会 18 曽爾次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 総務係 平成２５年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2013年度 曽爾 総務係 平成２５年度　人事関係 42 曽爾次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 総務係 平成２６年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 総務係 平成２６年度　非常勤職員の任免・給与等 47 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 総務係 平成２６年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 総務係 平成２６年度　連絡会議 18 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 管理係 管理係関係１ 18 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 管理係 管理係関係２ 18 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 管理係 固定資産 80 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 企画指導専門職 教育事業 18 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 企画指導専門職 外部評価委員会 18 曽爾次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 総務係 平成２６年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2014年度 曽爾 総務係 平成２６年度　人事関係 42 曽爾次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 管理係 収入報告書 86 曽爾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2015年度 曽爾 管理係 収入日報１ 86 曽爾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 管理係 収入日報２ 86 曽爾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 総務係 平成２７年度　連絡会議 18 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 総務係 平成２７年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 総務係 平成２７年度　非常勤職員の任免・給与等 47 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 総務係 平成２７年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 管理係 管理係関係１ 18 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 管理係 管理係関係２ 18 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 管理係 固定資産 80 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 企画指導専門職 教育事業 18 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 企画指導専門職 外部評価委員会 18 曽爾次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 総務係 平成２７年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2015年度 曽爾 総務係 平成２７年度　人事関係 42 曽爾次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　給与・諸手当 52 曽爾次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 管理係 平成２８年度収入報告書 86 曽爾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 管理係 収入日報１ 86 曽爾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 管理係 収入日報２ 86 曽爾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　連絡会議 18 曽爾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　業務実績シート 18 曽爾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 管理係 平成２８年度管理係関係 18 曽爾次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　職員の任免等 44 曽爾次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2016年度 曽爾 総務係 平成２８年度　人事関係 42 曽爾次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　本部以外からの通知・調査等 22 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　本部からの通知・調査等 22 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　出張関係 27 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　企画・広報 22 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　郵便発送簿 22 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　近畿地区青少年教育施設協議会関連 106 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　郵便切手受払簿 22 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　休暇簿 59 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　勤務時間・宿直の割り振り関係 59 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　時間外勤務管理簿 59 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　出勤簿 59 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　社会保険・共済組合関係 65 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度食堂業務 111 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 体験の風をおこそうfromうだ実行委員会 88 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 消防関係 101 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度法定点検報告書 101 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度水質検査結果報告書 101 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度予算（決算） 88 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度職員宿舎 91 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 計算証明（事業費１） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理１） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理２） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理・立替払） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 計算証明（光熱水料） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2017年度 曽爾 管理係 計算証明（体験の風） 93 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 旅費１ 94 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 旅費２ 94 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 謝金 28 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 契約（年間） 97 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 契約（油・ガス） 97 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度警備日誌、清掃日誌、宿泊棟清掃点検簿、トイレ清掃
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102 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年カバー類集配日程表等 101 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 事業推進係 アンケート 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 事業推進係 医務 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 事業推進係 利用申込書 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 事業推進係 利用統計 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 事業推進係 事業推進係関係 107 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 事業推進係 ボランティア 109 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度地域ぐるみで体験の風をおこそう実行委員会 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度そにっとキャンプ 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度「早寝早起き朝ごはん」そにっとキャラバン隊 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度ボランティア養成研修　NEALリーダー養成研修 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度夢冒険 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度あそべ！げんキッズ 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度教員免状更新講習 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度リレーマラソン 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 平成２９年度通学合宿 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 企画指導専門職 利用団体日程調整表 105 曽爾次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　給与・諸手当 52 曽爾次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度収納報告書 86 曽爾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 収入日報１ 86 曽爾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 収入日報２ 86 曽爾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　連絡会議 18 曽爾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　業務実績シート 18 曽爾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 管理係 平成２９年度管理係関係 18 曽爾次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　職員の任免等 44 曽爾次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2017年度 曽爾 総務係 平成２９年度　人事関係 42 曽爾次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　本部以外からの通知・調査等 22 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　本部からの通知・調査等 22 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　出張関係 27 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　企画・広報 22 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　郵便発送簿 22 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　近畿地区青少年教育施設協議会関連 106 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　郵便切手受払簿 22 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　休暇簿 59 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　勤務時間・宿直の割り振り関係 59 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　時間外勤務管理簿 59 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　出勤簿 59 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　社会保険・共済組合関係 65 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度食堂業務 111 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 体験の風をおこそうfromうだ実行委員会 88 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 消防関係 101 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度法定点検報告書 101 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度水質検査結果報告書 101 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度予算（決算） 88 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度職員宿舎 91 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（事業費１） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理１） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理２） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理・立替払） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（光熱水料） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 計算証明（体験の風） 93 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 旅費１ 94 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 旅費２ 94 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 謝金 28 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 契約（年間） 97 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 契約（油・ガス） 97 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度警備日誌、清掃日誌、宿泊棟清掃点検簿、トイレ清掃
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102 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年カバー類集配日程表等 101 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 事業推進係 アンケート 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 事業推進係 医務 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 事業推進係 利用申込書 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 事業推進係 利用統計 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 事業推進係 事業推進係関係 107 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 事業推進係 ボランティア 109 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度地域ぐるみで体験の風をおこそう実行委員会 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度そにっとキャンプ 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度「早寝早起き朝ごはん」そにっとキャラバン隊 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度ボランティア養成研修　NEALリーダー養成研修 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度夢冒険 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度あそべ！げんキッズ 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度教員免状更新講習 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度リレーマラソン 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 平成３０年度通学合宿 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 企画指導専門職 利用団体日程調整表 105 曽爾次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　給与・諸手当 52 曽爾次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度収納報告書 86 曽爾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 収入日報１ 86 曽爾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 収入日報２ 86 曽爾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　連絡会議 18 曽爾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　業務実績シート 18 曽爾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 管理係 平成３０年度管理係関係 18 曽爾次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　職員の任免等 44 曽爾次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2018年度 曽爾 総務係 平成３０年度　人事関係 42 曽爾次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　公印使用簿 32 曽爾次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　本部以外からの通知・調査等 22 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　本部からの通知・調査等 22 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　出張関係 27 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　広報 22 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　郵便発送依頼書 22 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　近畿地区青少年教育施設協議会関連 106 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　後納郵便差出票 22 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　休暇簿 59 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　勤務時間・宿直の割り振り関係 59 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　時間外勤務管理簿 59 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　出勤簿 59 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　社会保険・共済組合関係 65 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 内部監査・監事監査 24 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度食堂業務 111 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 体験の風をおこそうfromうだ実行委員会 88 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 消防関係 101 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度法定点検報告書 101 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度水質検査結果報告書 101 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度予算（決算） 88 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度職員宿舎 91 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（事業費１） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理１） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理２） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理・立替払） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（光熱水料） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 計算証明（体験の風） 93 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 旅費１ 94 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 旅費２ 94 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 謝金 28 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 契約（年間） 97 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 契約（油・ガス） 97 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度警備日誌、清掃日誌、宿泊棟清掃点検簿、トイレ清掃
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102 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年カバー類集配日程表等 101 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 事業推進係 アンケート 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 事業推進係 医務 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 事業推進係 利用申込書 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 事業推進係 利用統計 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 事業推進係 事業推進係関係 107 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 事業推進係 ボランティア 109 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度地域ぐるみで体験の風をおこそう実行委員会 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度そにっとキャンプ 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度「早寝早起き朝ごはん」そにっとキャラバン隊 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度ボランティア養成研修　NEALリーダー養成研修 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度夢冒険 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度あそべ！げんキッズ 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度教員免状更新講習 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度ボランティア養成研修 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度リレーマラソン 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 利用団体日程調整表 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度管理運営予算組替表・事業計画 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度そに森の子キャンプ 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度絵の本ひろば 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度親子であそべ！げんキッズ 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度サイエンススクール 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度プログラミング入門 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度教員のための自然の家プログラム体験会・相談会 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度教科等に関連付けた体験活動プログラム 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度ボランティア関係 109 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 令和元年度日独学生リーダー交流事業 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 曽爾でチャレンジ！家族day 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 企画指導専門職 関西学生メモリアルコンサート 105 曽爾次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　給与・諸手当 52 曽爾次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度収納報告書 86 曽爾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 収入日報１ 86 曽爾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 収入日報２ 86 曽爾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　連絡会議 18 曽爾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　業務実績シート 18 曽爾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 管理係 令和元年度管理係関係 18 曽爾次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　職員の任免等 44 曽爾次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2019年度 曽爾 総務係 令和元年度　人事関係 42 曽爾次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　公印使用簿 32 曽爾次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　郵便発送依頼書 22 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　後納郵便差出票 22 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　休暇簿 59 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　時間外勤務管理簿 59 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　出勤簿 59 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　社会保険・共済組合関係 65 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　本部以外からの通知・調査等 22 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　本部からの通知・調査等 22 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　出張関係 27 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　広報 22 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　近畿地区青少年教育施設協議会関連 106 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　勤務時間・宿直の割り振り関係 59 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　給与・諸手当 52 曽爾次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　連絡会議 18 曽爾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　業務実績シート 18 曽爾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 新型コロナウイルス感染症対策に関連するもの 114 曽爾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 移管

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　職員の任免等 44 曽爾次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 令和２年度　人事関係 42 曽爾次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 総務係 開所４０周年記念関係 4 曽爾次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度食堂業務 111 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 体験の風をおこそうfromうだ実行委員会 88 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 消防関係 101 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度法定点検報告書 101 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度水質検査結果報告書 101 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度予算（決算） 88 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度職員宿舎 91 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（事業費１） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理１） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理２） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2020年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理・立替払） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約１） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約２） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（光熱水料） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 計算証明（体験の風） 93 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 旅費１ 94 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 旅費２ 94 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 謝金 28 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 契約（年間） 97 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度警備日誌、清掃日誌、宿泊棟清掃点検簿、トイレ清掃
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102 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 施設設備定期点検 101 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 建築電気設備点検 101 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度管理係関係 18 曽爾次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 令和２年度収納報告書 86 曽爾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 収入日報１ 86 曽爾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 令和２年度アンケート 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 令和２年度医務 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 令和２年度利用申込書 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 令和２年度利用統計 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 令和２年度事業推進係関係 107 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 令和２年度調整プログラム 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 事業推進係 ボランティア 109 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度プログラミング入門 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度自然の家プログラム体験会 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度教科等に関連付けた体験活動プログラム 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度地域ぐるみで体験の風をおこそう実行委員会 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度そにっとキャンプ 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度体験！キャラバン隊 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度NEALリーダー養成研修 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度夢冒険 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度教員免状更新講習 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度ボランティア養成研修 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 利用団体日程調整表 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度管理運営予算組替表・事業計画 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度そに森の子キャンプ 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度ボランティア関係 109 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度日独学生リーダー交流事業 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 家族day　そに遊びの森 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 家族day　そにキャンプ塾 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 インターンシップ・社会教育実習 110 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度生活自立支援キャンプ 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度ぼうさいトレーニングキャンプ 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度そに森のキッズキャンプ 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度宇陀統一事業 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 令和２年度奈良統一事業 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 アウトドアゲーム講習会 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2020年度 曽爾 企画指導専門職 アート夢プロジェクト 105 曽爾次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　公印使用簿 32 曽爾次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　郵便発送依頼書 22 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　後納郵便差出票 22 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　休暇簿 59 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　時間外勤務管理簿 59 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　出勤簿 59 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　社会保険・共済組合関係 65 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　本部以外からの通知・調査等 22 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　本部からの通知・調査等 22 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　出張関係 27 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　広報 22 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　近畿地区青少年教育施設協議会関連 106 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　勤務時間・宿直の割り振り関係 59 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　給与・諸手当 52 曽爾次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　連絡会議 18 曽爾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　施設業務運営委員会 18 曽爾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　業務実績シート 18 曽爾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　職員別給与簿 49 曽爾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 新型コロナウイルス感染症対策に関連するもの 114 曽爾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 移管

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　労働基準監督署・ハローワーク関係 45 曽爾次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　職員の任免等 44 曽爾次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　人事関係 42 曽爾次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 安全管理関係 104 曽爾次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 総務係 令和３年度　体験の風をおこそうfromうだ実行委員会関係 106 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度食堂業務 111 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 消防関係 101 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度法定点検報告書 101 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度水質検査結果報告書 101 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度予算（決算） 88 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度職員宿舎 91 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（事業費） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理１） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理２） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（一般管理・立替払） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約１） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（年間契約２） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 計算証明（光熱水料） 93 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 旅費１ 94 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 旅費２ 94 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 謝金 28 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 契約（年間） 97 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度警備日誌、清掃日誌、宿泊棟清掃点検簿、トイレ清掃
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102 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 施設設備定期点検 101 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 建築電気設備点検 101 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度管理係関係 18 曽爾次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 令和３年度収納報告書 86 曽爾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 収入日報 86 曽爾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 支出決議及び支払依頼書 86 曽爾次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 管理係 マイクロバス運行申請書 99 曽爾次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度アンケート 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度医務 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　日帰り１ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　日帰り２ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　日帰り３ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　宿泊１ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　宿泊２ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄



2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　宿泊３ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用申込書　宿泊４ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用統計 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度事業推進係関係 107 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度調整プログラム 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度ボランティア 109 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度利用承諾伺 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度日帰り利用連絡先１ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度日帰り利用連絡先２ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 事業推進係 令和３年度宿泊室割り振り 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度教員のためのプログラム体験会 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度地域ぐるみで体験の風をおこそう実行委員会 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度そにっとキャンプ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度体験！キャラバン隊 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度NEALリーダー養成研修 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度チャレンジキャンプ　夏 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度チャレンジキャンプ　冬 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度教員免状更新講習 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度ボランティア養成研修 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 利用団体日程調整表 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度管理運営予算組替表・事業計画 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度そに森の子キャンプ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度法人ボランティア関係書類 109 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度家族day 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 インターンシップ・社会教育実習 110 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度生活自立支援キャンプ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度ぼうさいトレーニングキャンプ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度そに森のキッズキャンプ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度宇陀PTAとの共催事業 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度なら・あそびの広場 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度アウトドアゲーム講習会 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 子ども夢基金２０周年事業　ネイチャーアートフェスタ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度イングリッシュキャンプ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度自然体験フェスタ 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

2021年度 曽爾 企画指導専門職 令和３年度地域探究プログラム 105 曽爾次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 曽爾次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５５年度　第７少年自然の家管理棟その他工事関係図面 71 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５５年度　第７少年自然の家厚生等工事関係図面 71 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５５年度　第７少年自然の家管理棟その他工事関係書類 70 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５５年度　第７少年自然の家厚生棟工事関係書類 70 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５５年度　施工図　厚生棟電気設備工事 71 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５６年度　完成図　管理棟その他電気設備工事 71 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1980年度 吉備 工事 昭和５６年度　完成図　第７少年自然の家ダムウェーター設備工事 71 吉備次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 運営 開所式等事業 4 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 人事 昭和５７年度　定員要求資料 3 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 契約 昭和５６年度　各種設備等届出関係綴　圧力容器設備関係　外 70 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５６年度　第７少年自然の家プレイホール工事関係図面 71 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５６年度　第７少年自然の家プレイホール関係書類 70 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５６年度　第７少年自然の家 70 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５６年度　管理研修棟電気設備機器完成図 71 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５７年度　起工図面　職員宿舎造成工事 71 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５７年度　第一・第二ロッジ進入道路計画図 71 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事
昭和５７年度　開設当時の構造計算書　管理棟・プレイホール・研修
棟

70 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



1981年度 吉備 工事 昭和５７年度　建物配置図 71 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５７年度　国有財産図面 71 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 工事 昭和５７年度　第７少年自然の家厚生棟機械設備工事取扱説明書 70 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1981年度 吉備 その他 昭和５６年度　吉備少年自然の家等設置関係資料 3 吉備次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 人事 昭和５８年度　職員の選考関係 3 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 契約
昭和５７年度　昇降機設備関係（建築基準法）各種設備等届出関係
綴

70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 契約 昭和５７年度　各種設備等届出関係綴　ボイラー設備関係 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 契約 昭和５７年度　各種設備等届出関係綴　ばい煙発生施設設備関係 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 工事 昭和５７年度　吉備少年自然の家ロッジ工事関係図面 71 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 工事 昭和５７年度　国立吉備少年自然の家職員宿舎外工事関係図面 71 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 工事 昭和５７年度　職員宿舎工事関係図面 71 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 工事 昭和５７年度　吉備少年自然の家エレベーター工事関係書類 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 工事 昭和５７年度　吉備少年自然の家ロッジ工事関係書類 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 工事 昭和５７年度　平面図（国立吉備少年自然の家） 71 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 国有財産 昭和５７年度　吉備少年自然の家職員宿舎外関係書類 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 国有財産 昭和５７年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 維持管理 昭和５７年度　各種設備検査・測定・清掃・点検関係（各種設備等届
出関係綴）

70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 その他 昭和５７年度　会計機関公印簿 70 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1982年度 吉備 その他 昭和５７年度　賀陽町地籍図・集成図・吉備高原都市平面図 71 吉備次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1983年度 吉備 契約 昭和５８年度　各種設備等届出関係綴　電気工作物関係　外 70 吉備次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1983年度 吉備 工事 昭和５８年度　吉備少年自然の家キャンプ場その他整備工事関係
図面

71 吉備次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1983年度 吉備 工事 昭和５８年度　吉備少年自然の家キャンプ場整備その他工事関係
書類

70 吉備次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1983年度 吉備 工事 昭和５９年度　開設当時の構造計算書　艇庫・天体観測室・ロッジ・
厚生棟・連絡路・宿泊棟

70 吉備次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1983年度 吉備 国有財産 昭和５８年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1984年度 吉備 工事 昭和５９年度　艇庫・天体庫その他工事関係図面 71 吉備次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1984年度 吉備 工事 昭和５９年度　吉備少年自然の家艇庫その他工事関係書類 70 吉備次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1984年度 吉備 国有財産 昭和５９年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1985年度 吉備 国有財産 昭和６０年度　国有財産関係（価格改定に関する資料） 70 吉備次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1985年度 吉備 国有財産 昭和６０年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1985年度 吉備 国有財産 昭和６０年度　借入一覧表 70 吉備次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1985年度 吉備 国有財産 昭和５７年度～６０年度　国有財産関係綴　国有財産引継書 70 吉備次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 工事 昭和６１年度　農機具格納対外工事関係図面 71 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 工事 昭和６１年度　吉備少年自然の家農機具庫その他工事関係書類 70 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 工事 昭和６１年度　厚生棟湯沸し回り改修工事関係図面 71 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 工事 昭和６２年度　公共下水道布設工事に関する打合せ資料 70 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 国有財産 昭和６１年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 国有財産 昭和６１年度　町道（案内標識）借入（賀陽町），国有財産関係綴 70 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 国有財産 昭和６１年　国立吉備少年自然の家における県有財産等借入した土
地の利用における留意事項について

70 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1986年度 吉備 維持管理
昭和６１年度　各種設備検査・測定・清掃・点検関係（各種設備等届
出関係綴）

70 吉備次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1987年度 吉備 工事 昭和６２年度　避難小屋新営その他工事関係書類 70 吉備次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1987年度 吉備 国有財産 昭和６２年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1987年度 吉備 国有財産 昭和６２年度　吉備少年自然の家（県有地）借上関係資料 70 吉備次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1987年度 吉備 その他 昭和６２年度　上級者キャンプ場広場関係 70 吉備次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1988年度 吉備 国有財産 昭和６３年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1988年度 吉備 国有財産 平成元年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1989年度 吉備 国有財産 平成２年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1990年度 吉備 国有財産 平成３年度　国有財産価格改定評価調書 70 吉備次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1990年度 吉備 国有財産 平成３年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1990年度 吉備 国有財産 平成３年度　庁舎等整理簿 70 吉備次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1991年度 吉備 運営 開所１０周年事業 4 吉備次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1991年度 吉備 工事 平成４年度　管理棟その他改修工事関係図面 71 吉備次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1991年度 吉備 工事 平成４年度　下水道切替工事関係図面 71 吉備次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



1991年度 吉備 工事 平成４年度　国立吉備少年自然の家下水道切替工事関係書類 70 吉備次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1991年度 吉備 国有財産 平成４年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 人事 平成５年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 契約 平成５年度　各種設備等届出関係綴　各種設備に係る検査測定関
係

72 吉備次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 契約 平成５年度　各種設備等届出関係（ボイラー） 72 吉備次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 国有財産
平成５年度　保安林解除の用地測量　岡山県上房郡賀陽町大字吉
川地内測量報告書

76 吉備次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 維持管理 平成５年度　浄化槽関係（各種設備等届出関係綴） 72 吉備次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 工事 平成５年度　ロッジ増築他工事関係図面 71 吉備次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 工事
平成５年度　吉備少年自然の家電話交換設備改修その他工事関係
書類

70 吉備次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 工事 平成５年度　完成図面　国立吉備少年自然の家電話交換設備改修
その他工事

71 吉備次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1992年度 吉備 国有財産 平成５年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 人事 平成６年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 人事 平成６年度　人事関係 44 吉備次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 国有財産 平成６年度　省庁別宿舎模様替・仮設物等承認台帳 76 吉備次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 国有財産 平成６年度　国有財産増減整理簿 76 吉備次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 運営 平成６年度　国立吉備少年自然の家の現状と課題 4 吉備次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 運営 平成６年度　少年自然の家の在り方に関する調査書 4 吉備次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 工事 平成６年度　キャンプ場便所工事関係図面 71 吉備次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 工事 平成６年度　完成図書　キャンプ場便所電気設備工事 70 吉備次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1993年度 吉備 国有財産 平成６年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 人事 平成７年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 人事 平成７年度　人事関係 44 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 予算 平成７年度　予算関係綴　一般 78 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 契約 平成７年度　ばい煙発生施設設置届出書第２種圧力容器ボイラー
設置届出書

72 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 工事 平成７年度　キャンプ場整備工事関係図面 76 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 工事 平成７年度　宿泊棟その他改修工事関係図面 76 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 工事 平成７年度　空調機改修機械設備工事関係図面 76 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 工事 平成７年度　吉備少年自然の家改修工事関係書類 76 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 国有財産 平成７年度　土地・建物（管理棟外用地・野営施設）借入（岡山県教
育委員会）国有財産関係綴

77 吉備次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1994年度 吉備 国有財産 平成７年度　借入（岡山県教育委員会）土地・建物国有財産関係 70 吉備次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 運営 平成８年度　国立吉備少年自然の家規則集 11 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 人事 平成８年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 人事 平成８年度　人事関係 44 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　吉備少年自然の家クラフト棟工事関係図面 76 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　プレイホール屋根改修工事図面 76 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 国有財産 平成８年度　国有財産所在市町村交付金総括台帳 76 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 国有財産 平成８年度　国有財産価格改訂後国有財産評価台帳 76 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 国有財産 平成８年度　国有財産関係綴　国道５３号線案内標識 76 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 その他 平成８年度　承認図 76 吉備次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　完成図書　吉備少年自然の家クラフト棟電気設備工事 71 吉備次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　クラフト棟建築工事設計図 71 吉備次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　電気設備工事完成図 71 吉備次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　機械設備工事図面 71 吉備次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 工事 平成８年度　プレイホール棟屋根改修工事（建設省関係） 70 吉備次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1995年度 吉備 その他 平成８年度　クラフト棟 70 吉備次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1996年度 吉備 人事 平成９年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1996年度 吉備 人事 平成９年度　人事関係 44 吉備次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1996年度 吉備 工事 平成９年度　吉備少年自然の家設計改修工事関係図面 71 吉備次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1996年度 吉備 工事 平成９年度　屋外給水改修工事関係図面 71 吉備次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1996年度 吉備 工事 平成９年度　国立吉備少年自然の家屋外給水改修工事プレイホー
ル

70 吉備次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1997年度 吉備 運営 平成１０年度　人事例規 11 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1997年度 吉備 人事 平成１０年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



1997年度 吉備 契約 平成１０年度　各種設備等届出関係綴　カッター救助艇関係 72 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1997年度 吉備 契約 平成１０年度　各種設備等届出関係綴（水道設備関係，簡易無線局
関係）

72 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1997年度 吉備 契約 平成１０年度　公共下水道使用開始届出書 72 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1997年度 吉備 国有財産 平成１０年度　国有財産関係綴　河川敷（浮桟橋等敷地）借入（高梁
振興局）

76 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1997年度 吉備 国有財産 平成１０年度　国有財産関係綴　国道１８０号線（案内標識） 76 吉備次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1998年度 吉備 人事 平成１１年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1998年度 吉備 運営 平成１１年度　独立行政法人移行関係 3 吉備次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1998年度 吉備 国有財産 平成１１年度　国有財産監守者命免簿 70 吉備次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1998年度 吉備 その他 平成１１年度　土地登記簿（写） 70 吉備次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 人事 平成１２年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 契約
平成１２年度　無線局免許・再免許申請・簡易無線局関係（電波法）
各種設備等届出関係綴

72 吉備次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産
平成１２年度　国有財産関係綴　河川敷（連絡路敷地）借入（高梁振
興局）

77 吉備次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成８～１２年度　国有財産関係綴　土地・建物（管理棟外用地・野
営施設）借入（岡山県教育委員会）

77 吉備次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 運営 平成１２年度　独立行政法人移行関係 3 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 工事 平成１２年度　クラフト棟空調設備関係図面 71 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 工事 平成１２年度　完成図書　宿泊棟その他設備改修 71 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 工事 平成１２年度　宿泊棟改修その他工事関係図面 71 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 工事 平成１２年度　多目的広場設計業務 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成１２年度　国有財産台帳（舗装他） 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成１２年度　国有財産台帳（統括表　他） 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成１２年度　国有財産台帳（電信線路　他） 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成１２年度　国有財産台帳（囲障　他） 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成１２年度　樹木台帳 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1999年度 吉備 国有財産 平成１２年度　国有財産台帳削除分 70 吉備次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 運営 平成１３年度　施設諸規則等制定・改廃 11 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 運営 平成１３年度　労働基準監督署届出等 45 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 人事 平成１３年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 予算 昭和５７年度～　予算執行職員の補助者名免簿 78 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 契約 平成１３年度　危険物貯蔵所　変更届出書（重油地下タンクの通気
管移設）

72 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 国有財産 平成１３年度　国有財産借入　岡山県　土地・建物（庁舎分） 77 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 国有財産 平成１３年度　県有財産借入　岡山県道路・国道４２９号線 77 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 国有財産 平成１３年度　国有財産借入　主要地方道高梁。御津線案内標識岡
山地方振興局

77 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 国有財産 平成１３年度　国有財産関係綴　河川敷（多目的広場）借入（高梁振
興局）

77 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 維持管理 平成８年度～　各種設備等届出関係 72 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 維持管理 平成１３年度～　消防計画作成（変更）・防火管理者選任（解任）届
出書

72 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 その他 平成１３年度　各種施設点検報告書 72 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 その他 平成１３年度　独立行政法人国立少年自然の家法人規則 11 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 その他 平成１３年度　県貸付建物土地測量図 76 吉備次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 工事
平成１３年度　国立吉備少年自然の家生活関連棟食堂等改修その
他工事関係図面

71 吉備次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 工事 平成１３年度　クラフト棟，フェンス，棚設置工事 70 吉備次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 工事 平成１３年度　国有財産図面（原図） 71 吉備次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 国有財産 平成１３年度　国有財産台帳の価格改定に関する評価要領 70 吉備次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2000年度 吉備 国有財産 昭和６１年度～　国有財産関係綴　国有財産引継書 70 吉備次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2001年度 吉備 運営 平成１４年度　施設諸規則等制定・改廃 11 吉備次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2001年度 吉備 運営 平成１４年度　労働基準監督署届出等 45 吉備次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2001年度 吉備 人事 平成１４年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2001年度 吉備 運営 開所２０周年事業 4 吉備次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2002年度 吉備 運営 平成１５年度　施設諸規則等制定・改廃 11 吉備次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2002年度 吉備 運営 独立行政法人国立少年自然の家規程集 11 吉備次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2002年度 吉備 運営 平成１５年度　労働基準監督署届出等 45 吉備次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2002年度 吉備 人事 平成１５年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2002年度 吉備 人事 人事記録 42 吉備次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2003年度 吉備 運営 平成１６年度　施設諸規則等制定・改廃 11 吉備次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2003年度 吉備 運営 平成１６年度　労働基準監督署届出等 45 吉備次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2003年度 吉備 人事 平成１６年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2004年度 吉備 運営 平成１７年度　労働基準監督署届出等 45 吉備次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2004年度 吉備 人事 平成１７年度　人事異動発令関係 44 吉備次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2005年度 吉備 運営 平成１７年度　労働基準監督署届出等 45 吉備次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2006年度 吉備 総務 １８　任用 44 吉備次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2006年度 吉備 総務 法人諸規則等通知　平成１８年度～ 11 吉備次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2006年度 吉備 総務
岡山大学からの出向者の給与（地域手当等相当分）の補填に関す
る覚書の締結

49 吉備次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2006年度 吉備 総務 １８　人事異動発令関係 44 吉備次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2006年度 吉備 総務 一課制移行関係綴（平成１８年度） 3 吉備次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2006年度 吉備 総務 吉備中央町（はるみの丘）指定管理関係綴　平成１８年度～ 3 吉備次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2007年度 吉備 総務 １７～１９　任用 44 吉備次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2007年度 吉備 総務 １９　人事異動発令関係 44 吉備次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　広報委員会 18 吉備次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　事務連絡会議 18 吉備次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　職員災害 51 吉備次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 管理係 25国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　人事異動発令関係 44 吉備次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2013年度 吉備 総務係 ２５　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　広報委員会 18 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　事務連絡会議 18 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　職員災害 51 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　法人ボランティア表彰 48 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 管理係 26国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　人事異動発令関係 44 吉備次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2014年度 吉備 総務係 ２６　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 管理係 27光熱水料関係 86 吉備次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 管理係 27支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 管理係 27収納・入金報告書 86 吉備次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　広報委員会 18 吉備次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　事務連絡会議 18 吉備次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　職員災害 51 吉備次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 管理係 27国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　人事異動発令関係 44 吉備次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2015年度 吉備 総務係 ２７　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　基準給与簿 52 吉備次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　給与関係通知書 52 吉備次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　税金（年末調整） 52 吉備次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 管理係 28光熱水料関係 86 吉備次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 管理係 28支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 管理係 28収納・入金報告書 86 吉備次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　広報委員会 18 吉備次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　事務連絡会議 18 吉備次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　職員災害 51 吉備次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2016年度 吉備 総務係 ２８　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 管理係 28国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　人事異動発令関係 44 吉備次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2016年度 吉備 総務係 ２８　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用キャンセル関係 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用承諾 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用受入計画表 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用団体からの礼状綴 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用一覧 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29アンケート（教育事業） 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29アンケート（研修支援） 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用団体票 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29調整プログラム 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29起案綴 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29メール便発送簿 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29郵便物発送簿 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 平成29年度教育事業「吉備の森　自然体験会」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29利用期日の調整について 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 事業推進係 29疾病等状況確認カード綴 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29契約伺（年間契約） 97 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29契約関係 97 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29宿直日誌（業務用） 102 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29建物内外清掃作業日誌 102 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29自家用電気工作物報告書 102 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29ボイラー及び設備管理日誌 102 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29消防用設備保全業務報告書 102 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29予算・決算関係 88 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29契約書綴 97 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29各種施設点検報告書 97 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29日報 102 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29本部関係 90 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29債主登録・変更依頼書 96 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「幼児期の運動プログラム普及事業」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ウリソツクラブ」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「早寝早起き朝ごはん」キャラバン 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「吉備ボランティア養成研修」 109 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成
事業」

108 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「吉備の森レンジャー」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職
平成29年度教育事業「改訂幼稚園教育要領，認定こども園教育・保
育要領，保育所保育指針に関する研修」

105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「免許状更新講習」 108 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「桃太郎チャレンジキャンプ」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ウーリークラブ」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「チアフルデー」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「キビキビ通学合宿」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 108 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「kibikibiふれあい交流キャンプ」 108 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「チームビルディング研修」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「吉備ボランティアスキルアップ研修」 109 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「体験活動推進員養成研修会」 108 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 企画指導専門職 平成29年度教育事業「アセアン加盟国中学生招聘交流事業」 105 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　財形貯蓄 62 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　出張 27 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　旅行命令簿 27 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　旅行依頼簿 27 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　休暇簿・特別休暇簿 59 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　基準給与簿 52 吉備次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　給与関係通知書 52 吉備次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　出張・派遣 59 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　本部各種依頼・通知・報告・照会 22 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　庶務 22 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　共済組合 63 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　共済組合福祉事業 64 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　税金（年末調整） 52 吉備次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　雇用保険 65 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　社会保険 65 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　職員災害 51 吉備次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　損害保険事故報告書類一式 30 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　宿直日誌 59 吉備次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29光熱水料関係 86 吉備次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29収納・入金報告書 86 吉備次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 会計専門職 29国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　広報委員会 18 吉備次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　事務連絡会議 18 吉備次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　人事異動発令関係 44 吉備次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2017年度 吉備 総務・管理係（総務）２９　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　定期刊行物 26 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「幼児期の運動プログラム普及事業」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ウリソツクラブ」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「早寝早起き朝ごはん」キャラバン 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「吉備ボランティア養成研修」 109 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成
事業」

108 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「森を守ろう！～吉備の森レンジャー～」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「免許状更新講習」 108 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「桃太郎チャレンジキャンプ」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ウーリークラブ」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「チアフルデー」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「キビキビ通学合宿」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 108 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「kibikibiふれあい交流キャンプ」 108 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「チームビルディング研修」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「吉備ボランティアスキルアップ研修」 109 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成30年度教育事業「体験活動推進員養成講座」 108 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「吉備の森でＡＢＣ！」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「早寝早起き朝ごはん」キャラバン隊事業報
告書

105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「リフレッシュキャンプin吉備の森～１泊２日で
心おどる体験をしよう～」

105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職
平成３０年度教育事業「中四国地区国立青少年教育施設機構職員
研修」

105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「吉備の森でＡＢＣ！」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 平成３０年度教育事業「幼少期の運動プログラム」ウーリークラブ～
予算関係

105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 企画指導専門職 ボランティアコーディネーター 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30契約伺（年間契約） 97 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30契約関係 97 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2018年度 吉備 会計専門職 30宿直日誌（業務用） 102 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30建物内外清掃作業日誌 102 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30自家用電気工作物報告書 102 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30ボイラー及び設備管理日誌 102 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30消防用設備保全業務報告書 102 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30予算・決算関係 88 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30契約書綴 97 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30各種施設点検報告書 97 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30日報 102 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30本部関係 90 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30債主登録・変更依頼書 96 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30利用承諾 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30利用受入計画表 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30利用一覧 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30アンケート（教育事業） 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30アンケート（研修支援） 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30利用団体票 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30調整プログラム 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30起案綴 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30メール便発送簿 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30郵便物発送簿 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 平成30年度教育事業「吉備の森　自然体験会」 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30利用期日の調整について 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 事業推進係 30疾病等状況確認カード綴 105 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　財形貯蓄 62 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　広報関係 26 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　旅行命令簿 27 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　旅行依頼簿 27 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　休暇簿・特別休暇簿 59 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　基準給与簿 52 吉備次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　給与関係通知書 52 吉備次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　出張・派遣 59 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　本部各種依頼・通知・報告・照会 22 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　庶務 22 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　共済組合 63 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　共済組合福祉事業 64 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　税金（年末調整） 52 吉備次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　雇用保険 65 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　社会保険 65 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　職員災害 51 吉備次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　損害保険事故報告書類一式 30 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　宿直日誌 59 吉備次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30光熱水料関係 86 吉備次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30収納・入金報告書 86 吉備次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 会計専門職 30国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　広報委員会 18 吉備次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　事務連絡会議 18 吉備次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　人事異動発令関係 44 吉備次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2018年度 吉備 総務・管理係（総務）３０　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2019年度 吉備 事業推進係 利用承諾 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 利用受入計画表 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 利用一覧 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 アンケート（教育事業） 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 アンケート（研修支援） 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 利用団体票 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 調整プログラム 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 起案綴 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 メール便発送簿 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 郵便物発送簿 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 令和元年度教育事業「吉備の森　自然体験会」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 利用期日の調整について 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 事業推進係 疾病等状況確認カード綴 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 平成3１年度教育事業「自然を活用する発達段階に応じた運動プロ
グラム」

105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「ウリソツクラブ」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「早寝早起き朝ごはん」キャラバン 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「吉備ボランティア養成研修」 109 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 平成31年度教育事業「自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成
事業」

108 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「防災キャンプin吉備」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「免許状更新講習」 108 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 平成3１年度教育事業「桃太郎チャレンジキャンプ」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 平成3１年度教育事業「ウーリークラブ」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「キビキビ通学合宿」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 平成3１年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 108 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 平成3１年度教育事業「チームビルディング研修」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「吉備ボランティアスキルアップ研修」 109 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「体験活動推進員養成講座」 108 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「森のたんけんたい２０１９おもちゃ王国連携事
業」

105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「教科等に関連づけた体験活動プログラムの
実施について」

105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「吉備の森deリフレッシュキャンプin吉備の森」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「クライミングアートコンクール」 105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 令和元年度教育事業「吉備の森に自然体験キャンプに来てみませ
んか」

105 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 ボランティアコーディネーター 109 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 企画指導専門職 社会教育主事実習 110 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31契約伺（年間契約） 97 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31契約関係 97 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31宿直日誌（業務用） 102 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31建物内外清掃作業日誌 102 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31自家用電気工作物報告書 102 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31ボイラー及び設備管理日誌 102 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31消防用設備保全業務報告書 102 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31予算・決算関係 88 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31契約書綴 97 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31各種施設点検報告書 97 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31日報 102 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31本部関係 90 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31債主登録・変更依頼書 96 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31光熱水料関係 86 吉備次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31収納・入金報告書 86 吉備次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 会計専門職 31国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　広報委員会 18 吉備次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　事務連絡会議 18 吉備次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　人事異動発令関係 44 吉備次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　財形貯蓄 62 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　広報関係 26 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　旅行命令簿 27 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　旅行依頼簿 27 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　休暇簿・特別休暇簿 59 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　基準給与簿 52 吉備次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　給与関係通知書 52 吉備次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　税金（年末調整） 52 吉備次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　出張・派遣 59 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　本部各種依頼・通知・報告・照会 22 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　庶務 22 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　共済組合 63 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　共済組合福祉事業 64 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　雇用保険 65 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　社会保険 65 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　職員災害 51 吉備次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　損害保険事故報告書類一式 30 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　検食日誌 111 吉備次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　公用車運転日誌 33 吉備次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　宿直日誌 59 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　研修 68 吉備次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　所内研修（防火訓練等） 68 吉備次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2019年度 吉備 総務・管理係（総務）３１　定期刊行物 26 吉備次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　広報委員会 18 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　事務連絡会議 18 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　人事異動発令関係 44 吉備次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　財形貯蓄 62 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　広報関係 26 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　旅行命令簿 27 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　旅行依頼簿 27 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　休暇簿・特別休暇簿 59 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　基準給与簿 52 吉備次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　給与関係通知書 52 吉備次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　税金（年末調整） 52 吉備次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　出張・派遣 59 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　本部各種依頼・通知・報告・照会 22 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　庶務 22 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　共済組合 63 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　共済組合福祉事業 64 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　雇用保険 65 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　社会保険 65 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　職員災害 51 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　損害保険事故報告書類一式 30 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　検食日誌 111 吉備次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　公用車運転日誌 33 吉備次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　宿直日誌 59 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　研修 68 吉備次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　所内研修（防火訓練等） 68 吉備次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 総務・管理係（総務）２　定期刊行物 26 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　契約伺（年間契約） 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　契約関係 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　宿直日誌（業務用） 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　建物内外清掃作業日誌 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　ボイラー及び設備管理日誌 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　消防用設備保全業務報告書 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　予算・決算関係 88 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　各種施設点検報告書 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　日報（料金徴収日報） 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　本部関係 90 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　銀行振込依頼書（債主登録・変更依頼書） 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　光熱水料関係 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　収納・入金報告書 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　寄付金関係 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 会計専門職 ２　国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「ウーリークラブ・ウリソツクラブ」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「早寝早起き朝ごはん」キャラバン 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「吉備ボランティア養成研修」 109 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成事
業」

108 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「防災キャンプin吉備」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「免許状更新講習」 108 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「桃太郎チャレンジキャンプ」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「吉備でチャレンジ！イングリッシュキャンプ」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「キビキビ通学合宿」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 108 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「チームビルディング研修」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「地域の教育的課題に対応するプログラム」推
進事業「古代吉備キャンプ」

105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「体験活動推進員養成研修」 108 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「森のたんけんたい２０２０おもちゃ王国連携事
業」

105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「プロジェクトアドベンチャー講習会in吉備」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「吉備の森リラクゼーションキャンプ」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「Let's Enjoy！コミュニケーションキャンプ」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「第２回クライミングアートコンクール」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「おいでよキビのもり！～もりでいっしょにあそ
ぼう！～」

105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「親子でスター☆彡チャレンジキャンプ」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「夏だ！山だ！きびの森だ！キャンペーン」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「チアフルデー」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 令和２年度教育事業「ミクロネシア諸島自然体験交流事業」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 企画指導専門職 ボランティアコーディネーター 109 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２利用承諾 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２利用受入計画表 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２利用一覧 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２アンケート（教育事業） 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２アンケート（研修支援） 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２利用団体票 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２調整プログラム 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2020年度 吉備 事業推進係 ２起案綴 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２メール便発送簿 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２郵便物発送簿 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 令和２年度教育事業「吉備の森　自然体験会」 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２利用期日の調整について 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2020年度 吉備 事業推進係 ２疾病等状況確認カード綴 105 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　広報委員会 18 吉備次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　事務連絡会議 18 吉備次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　施設業務運営委員会 18 吉備次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　人事異動発令関係 44 吉備次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　諸規則等・制定改廃 11 吉備次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　財形貯蓄 62 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　広報関係 26 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　旅行命令簿 27 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　旅行依頼簿 27 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　休暇簿・特別休暇簿 59 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　給与計算書 52 吉備次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　給与関係通知書 52 吉備次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　税金（年末調整） 52 吉備次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　出張・派遣 59 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　本部各種依頼・通知・報告・照会 22 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　庶務 22 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　共済組合 63 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　共済組合福祉事業 64 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　雇用保険 65 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　社会保険 65 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　出勤簿 59 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　職員健康診断 66 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　職員災害 51 吉備次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　損害保険事故報告書類一式 30 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　レストラン運営委員会 18 吉備次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　検食日誌 111 吉備次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　公用車運転日誌 33 吉備次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　宿直日誌 59 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　研修 68 吉備次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　所内研修（防火訓練等） 68 吉備次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　定期刊行物 26 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 総務・管理係（総務）3　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用申込受付カード 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用期日の調整について（１年前調整） 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用の案内について（４か月前発送） 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３起案綴 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用の手引き 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用者数等確定一覧（月毎） 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用団体アンケート 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用団体票 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３医務室利用カード 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３物品破損・亡失報告書 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３利用促進部会 18 吉備次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３推進安全点検 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 事業推進係 ３おてつだい推進 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　契約伺（年間契約） 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄



2021年度 吉備 会計専門職 ３　契約関係 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　宿直日誌（業務用） 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　建物内外清掃作業日誌 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　ボイラー及び設備管理日誌 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　消防用設備保全業務報告書 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　予算・決算関係 88 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　各種施設点検報告書 97 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　日報（料金徴収日報） 102 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　本部関係 90 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　銀行振込依頼書（債主登録・変更依頼書） 96 吉備次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　光熱水料関係 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　支出決議書及び支払依頼書 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　収納・入金報告書 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　寄付金関係 86 吉備次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 会計専門職 ３　国有財産関係　宿舎関係 80 吉備次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「R2ウーリークラブ」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「早寝早起き朝ごはん」キャラバン 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「吉備ボランティア養成研修」 109 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職
令和３年度教育事業「自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成事
業」

108 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「防災キャンプin吉備」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「免許状更新講習」 108 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「桃太郎チャレンジキャンプ」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「吉備でチャレンジ！イングリッシュキャンプ」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「キビキビ通学合宿」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 108 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「チームビルディング研修」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 子どもゆめ基金２０周年記念事業「社会の要請に応える「体験活動
事業」

105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「体験活動推進員養成研修」 108 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「森のたんけんたい２０２１おもちゃ王国連携事
業」

105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「全国高校生体験活動顕彰制度「地域探求プ
ログラム」」

105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業新春　吉備で書き初め大会 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「子どもゆめ基金２０周年記念事業ウーリード
リーム教室」

105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「ようこそ！キビのもり　はる・なつ・あき・ふゆ」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「ひとり親支援事業わくわくキャンプ＠吉備」 108 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 令和３年度教育事業「チアフルデー」 105 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

2021年度 吉備 企画指導専門職 ボランティアコーディネーター 109 吉備次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 文書庫 吉備次長 廃棄

1987年度 山口徳地 工事 第１２少年自然の家新設時沿革記録　Ｓ６２年度 3 山口徳地次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1988年度 山口徳地 工事 第１２少年自然の家新設時沿革記録　Ｓ６３年度 3 山口徳地次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1988年度 山口徳地 運営 設置関係　昭和６３年度 1 山口徳地次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1988年度 山口徳地 運営 設立準備室書類　昭和６３年度 3 山口徳地次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 工事 学習棟・プレイホール・宿泊棟・リーダー打合せ棟・便所棟完成図 71 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 工事 管理棟周辺完成図 71 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 工事 職員宿舎完成図 71 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 工事 食堂棟・高置水槽完成図 71 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 工事 第１２少年自然の家新設時沿革記録　Ｈ元年度 3 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 運営 開所式関係　平成元年度 4 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 人事 人事記録　平成元年度 42 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1989年度 山口徳地 文書・広報 公印関係　平成元年度 5 山口徳地次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1990年度 山口徳地 工事 キャンプ場管理棟・野外炊飯場・伝統技能実習棟完成図 71 山口徳地次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1990年度 山口徳地 工事 第１２少年自然の家新設時沿革記録　Ｈ２年度 4 山口徳地次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1990年度 山口徳地 人事 人事記録　平成２年度 42 山口徳地次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1991年度 山口徳地 工事 避難小屋・フィールドアスレチック完成図 71 山口徳地次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄



1991年度 山口徳地 人事 人事記録　平成３年度 42 山口徳地次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1992年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成４年度 11 山口徳地次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1992年度 山口徳地 工事 工作棟完成図 71 山口徳地次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1992年度 山口徳地 人事 人事記録　平成４年度 42 山口徳地次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1993年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成５年度 43 山口徳地次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1993年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成５年度 11 山口徳地次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1993年度 山口徳地 工事 天体観察棟完成図 71 山口徳地次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1993年度 山口徳地 運営 天体観測棟竣工記念式典関係　平成５年度 4 山口徳地次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1993年度 山口徳地 人事 人事記録　平成５年度 42 山口徳地次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1994年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成６年度 43 山口徳地次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1994年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成６年度 11 山口徳地次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1994年度 山口徳地 工事 石風呂棟・指導者研修棟完成図 71 山口徳地次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

1994年度 山口徳地 運営 石風呂火入式・指導者研修棟開所式　平成６年度 4 山口徳地次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1994年度 山口徳地 人事 人事記録　平成６年度 42 山口徳地次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1995年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成７年度 11 山口徳地次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1995年度 山口徳地 人事 人事記録　平成７年度 42 山口徳地次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1996年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成８年度 43 山口徳地次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1996年度 山口徳地 人事 人事記録　平成８年度 42 山口徳地次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1997年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成９年度 43 山口徳地次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1997年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成９年度 11 山口徳地次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1997年度 山口徳地 人事 人事記録　平成９年度 42 山口徳地次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1998年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１０年度 43 山口徳地次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1998年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成１０年度 11 山口徳地次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1998年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１０年度 42 山口徳地次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1999年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１１年度 43 山口徳地次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1999年度 山口徳地 運営 開所１０周年記念式典関係　平成１１年度 4 山口徳地次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

1999年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１１年度 42 山口徳地次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2000年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１２年度 43 山口徳地次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2000年度 山口徳地 運営 規程の制定・改廃　平成１２年度 11 山口徳地次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2000年度 山口徳地 工事 新便所棟完成図 71 山口徳地次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 山口徳地次長 廃棄

2000年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１２年度 42 山口徳地次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 固定資産 固定資産台帳 76 山口徳地次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 運営 会計規定集 11 山口徳地次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 事務情報化 人事給与システム関係　平成１３年度 16 山口徳地次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 人事 労働基準監督署関係　平成１３年度 45 山口徳地次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１３年度 43 山口徳地次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１３年度 42 山口徳地次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 運営 法人設立後登記簿謄本 1 山口徳地次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2001年度 山口徳地 文書・広報 公印関係　平成１３年度 5 山口徳地次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2002年度 山口徳地 人事 労働基準監督署関係　平成１４年度 45 山口徳地次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2002年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１４年度 43 山口徳地次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2002年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１４年度 42 山口徳地次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2003年度 山口徳地 人事 労働基準監督署関係　平成１５年度 45 山口徳地次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2003年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１５年度 43 山口徳地次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2003年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１５年度 42 山口徳地次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2003年度 山口徳地 文書・広報 公印関係　平成１５年度 5 山口徳地次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2004年度 山口徳地 人事 労働基準監督署関係　平成１６年度 45 山口徳地次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2004年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１６年度 43 山口徳地次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2004年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１６年度 42 山口徳地次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2005年度 山口徳地 人事 労働基準監督署関係　平成１７年度 45 山口徳地次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2005年度 山口徳地 人事 国立学校等の役付職員の配置換等希望関係　平成１７年度 43 山口徳地次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2005年度 山口徳地 人事 人事記録　平成１７年度 42 山口徳地次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2005年度 山口徳地 文書・広報 公印関係　平成１７年度 5 山口徳地次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2006年度 山口徳地 総務 登記関係書類　平成１８年度 76 山口徳地次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2006年度 山口徳地 総務 任免関係（重要）　平成１８年度 44 山口徳地次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2006年度 山口徳地 総務 労働基準監督署届出等関係　平成１８年度 45 山口徳地次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2006年度 山口徳地 総務 公印関係　平成１８年度 5 山口徳地次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2006年度 山口徳地 総務 人事記録　平成１８年度 42 山口徳地次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2007年度 山口徳地 総務 任免関係（重要）　平成１９年度 44 山口徳地次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2007年度 山口徳地 総務 労働基準監督署届出等関係　平成１９年度 45 山口徳地次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2007年度 山口徳地 総務 公印関係　平成１９年度 5 山口徳地次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2007年度 山口徳地 総務 人事記録　平成１９年度 42 山口徳地次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2008年度 山口徳地 総務 任免関係（重要）　平成２０年度 44 山口徳地次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2008年度 山口徳地 総務 労働基準監督署届出等関係　平成２０年度 45 山口徳地次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2008年度 山口徳地 総務 公印関係　平成２０年度 5 山口徳地次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2008年度 山口徳地 総務 人事記録　平成２０年度 42 山口徳地次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2009年度 山口徳地 総務 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２１年度 11 山口徳地次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2009年度 山口徳地 総務 任免関係（重要）　平成２１年度 44 山口徳地次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2009年度 山口徳地 総務 労働基準監督署届出等関係　平成２１年度 45 山口徳地次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2009年度 山口徳地 総務 公印関係　平成２１年度 5 山口徳地次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2009年度 山口徳地 総務 人事記録　平成２１年度 42 山口徳地次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2009年度 山口徳地 総務 開所20周年記念式典関係　平成21年度 4 山口徳地次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2010年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成２２年度 45 山口徳地次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2010年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２２年度 11 山口徳地次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2010年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成２２年度 44 山口徳地次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2010年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成２２年度 42 山口徳地次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2011年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成２３年度 45 山口徳地次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2011年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２３年度 11 山口徳地次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2011年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成２３年度 44 山口徳地次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2011年度 山口徳地 総務・管理係 危機管理マニュアル　平成２３年度 104 山口徳地次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2011年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成２３年度 42 山口徳地次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 会計専門職 不動産貸付関係　平成２４年度 82 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２４年度 49 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除等申告書　平
成２４年度

49 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 所内会議関係　平成２４年度 18 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 機構内会議関係　平成２４年度 18 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 施設業務運営委員会関係　平成２４年度 18 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 叙位・叙勲関係　平成２４年度 48 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 表彰関係　平成２４年度 48 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２４年度 47 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 基準給与簿　平成２４年度 49 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 情報公開関係　平成２４年度 19 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 自己点検・評価報告　平成２４年度 18 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 年度計画　平成２４年度 18 山口徳地次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成２４年度 45 山口徳地次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２４年度 11 山口徳地次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成２４年度 44 山口徳地次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 危機管理マニュアル　平成２４年度 104 山口徳地次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2012年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成２４年度 42 山口徳地次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 会計専門職 不動産貸付関係　平成２５年度 82 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２５年度 49 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除等申告書　平
成２５年度

49 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 所内会議関係　平成２５年度 18 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 機構内会議関係　平成２５年度 18 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2013年度 山口徳地 総務・管理係 施設業務運営委員会関係　平成２５年度 18 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 叙位・叙勲関係　平成２５年度 48 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 表彰関係　平成２５年度 48 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２５年度 47 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 基準給与簿　平成２５年度 49 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 情報公開関係　平成２５年度 19 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 自己点検・評価報告　平成２５年度 18 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 年度計画　平成２５年度 18 山口徳地次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成２５年度 45 山口徳地次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２５年度 11 山口徳地次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成２５年度 44 山口徳地次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 危機管理マニュアル　平成２５年度 104 山口徳地次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2013年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成２５年度 42 山口徳地次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 会計専門職 不動産貸付関係　平成２６年度 82 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２６年度 49 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除等申告書　平
成２６年度

49 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 所内会議関係　平成２６年度 18 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 機構内会議関係　平成２６年度 18 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 施設業務運営委員会関係　平成２６年度 18 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 叙位・叙勲関係　平成２６年度 48 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 表彰関係　平成２６年度 48 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２６年度 47 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 基準給与簿　平成２６年度 49 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 情報公開関係　平成２６年度 19 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 自己点検・評価報告　平成２６年度 18 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 年度計画　平成２６年度 18 山口徳地次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成２６年度 45 山口徳地次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２６年度 11 山口徳地次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成２６年度 44 山口徳地次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 危機管理マニュアル　平成２６年度 104 山口徳地次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2014年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成２６年度 42 山口徳地次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 会計専門職 不動産貸付関係　平成２７年度 82 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の扶養控除等申告書　平成２７年度 49 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 会計専門職 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除等申告書　平
成２７年度

49 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 所内会議関係　平成２７年度 18 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 機構内会議関係　平成２７年度 18 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 施設業務運営委員会関係　平成２７年度 18 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 叙位・叙勲関係　平成２７年度 48 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 表彰関係　平成２７年度 48 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成２７年度 47 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 基準給与簿　平成２７年度 49 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 情報公開関係　平成２７年度 19 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 自己点検・評価報告　平成２７年度 18 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 年度計画　平成２７年度 18 山口徳地次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成２７年度 45 山口徳地次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成２７年度 11 山口徳地次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成２７年度 44 山口徳地次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 危機管理マニュアル　平成２７年度 104 山口徳地次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2015年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成２７年度 42 山口徳地次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 口座振込関係（職員，講師）　平成28年度 53 山口徳地次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 口座振込関係（ボランティア）　平成28年度 53 山口徳地次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 諸手当　平成28年度 53 山口徳地次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2016年度 山口徳地 会計専門職 不動産貸付関係　平成28年度 83 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 事業推進係 平成28年度　業務ﾏﾆｭｱﾙ（利用ｻｰﾋﾞｽ係） 11 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 自己点検・評価報告　平成28年度 19 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業とくぢﾜｸﾜｸ体験ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会　平成28年度

19 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 施設業務運営委員会関係　平成28年度 19 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 所内会議関係　平成28年度 19 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録（非常勤職員）　平成28年度 48 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 叙位・叙勲関係　平成28年度 49 山口徳地次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 国立山口徳地青少年自然の家規則関係　平成28年度 12 山口徳地次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 任免関係（重要）　平成28年度 45 山口徳地次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 労働基準監督署届出等関係　平成28年度 46 山口徳地次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 危機管理マニュアル　平成28年度 105 山口徳地次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2016年度 山口徳地 総務・管理係 人事記録　平成28年度 43 山口徳地次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　清掃日誌 103 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　自動車運行記録，バス運行日誌 103 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　業務委託日誌 103 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　学生サポーター業務日報 103 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　総務・管理系係長研修資料 103 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　教育事業 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　後援関係資料 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　青少年体験活動ボランティア養成研修 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　ボランティア入門セミナー①②・養成フォローアップ研
修

106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　TAP関係資料 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　自然体験活動指導者認定制度・教員免許状更新講習
企画運営ハンドブック

106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　山口徳地天体観測指導者養成講習会 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　教育事業　徳地の森家族キャンプ 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　キッズチャレンジキャンプ 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　森の子クラブ 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　生活・自立支援キャンプ(スマイルキャンプ) 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　徳地の森通学キャンプ 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　心の冒険キャンプ 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　契約依頼書 98 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　契約決議書 98 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　契約伺 98 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　契約書 98 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　公務員宿舎入居・明渡届 92 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　住宅事情調査票 92 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子-共有サーバ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　消防訓練実施通知書 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　消防用設備等点検結果報告書 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　予算関係 89 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　食堂業者損益計算書 98 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　宿舎設置要求書 92 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　バス運行申込書 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　キャンセル台帳 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　怪我・病気の記録 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（４～５月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（６月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（７月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（８月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（９月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（１０月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（１１～１２月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　団体受入原義書（１～３月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　調整プログラム 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用実績一覧 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体受付簿 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用承諾伺書 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用承諾書 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体票（４～６月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体票（７～９月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体票（１０～１２月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体票（１～３月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　学校団体利用希望調査票・承諾書 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用者名簿（４～６月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用者名簿（７～９月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用者名簿（１０～１２月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用者名簿（１～３月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　施設利用に関するアンケート調査票（４～６月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　施設利用に関するアンケート調査票（７～９月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　施設利用に関するアンケート調査票（１０～１２月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　施設利用に関するアンケート調査票（１～３月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体しおり（４～５月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体しおり（６～７月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体しおり（８～９月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体しおり（１０～１２月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　利用団体しおり（１～３月） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　教育事業　青少年教育・体験活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ研修（NEALﾘｰﾀﾞｰ）

106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　機構本部通知・回答文書、他機関等通知・回答文書 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　星をみる会 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　森の手作り教室 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　教育事業　石風呂体験会 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　保険手続き（企画事業） 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　料金徴収確認日報 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
子どもゆめ基金説明会

106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　ノルディックウォーキング 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　防府市生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　賠償責任保険 31 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 事業推進係 平成29年度　健康調査票 31 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　特殊文書処理簿 22 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　文書処理簿 22 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　郵便切手等受払簿 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　料金後納郵便差出票 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　事業別発送物受付簿 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　広報関係 27 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年　休暇簿・欠勤簿 60 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年　休日の振替簿 60 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　勤務時間割振表 60 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　健康診断関係 67 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　雇用保険関係 66 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　時間外勤務書・時間外勤務管理簿 60 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　共済関係 64 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　職員の福利厚生 65 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　社会保険関係 66 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年　出勤簿 60 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　職員名簿関係 55 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　任免関係 55 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　任免関係（非常勤職員） 56 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　任免関係（研修指導員） 56 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　学生サポーター 56 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　宿直勤務交代願 60 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　旅費関係 95 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　会議　研修　栄典　講師等派遣依頼 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　調査　照会・回答　通知 23 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　内部監査資料 103 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　交流人事関係 45 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　山口徳地フェスティバル前夜祭 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　よさこい合宿 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 企画指導専門職 平成29年度　出前講座キャラバン隊 106 山口徳地次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　口座振込関係 53 山口徳地次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　諸手当 53 山口徳地次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成29年度　不動産貸付関係 83 山口徳地次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　自己点検・評価報告 19 山口徳地次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
行委員会

19 山口徳地次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　施設業務運営委員会 19 山口徳地次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　所内会議関係 19 山口徳地次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　人事記録（非常勤職員） 48 山口徳地次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　国立山口徳地青少年自然の家規則等及び業務マニュ
アル

12 山口徳地次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　労働基準監督署届出等関係 46 山口徳地次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　危機管理マニュアル 105 山口徳地次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2017年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年度　人事記録 43 山口徳地次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　自動車運行記録，バス運行日誌 103 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　総務・管理系係長研修資料 103 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　後援関係資料 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 ス
ポーツ事業

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　青少年体験活動ボランティア養成研修 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　ボランティア入門セミナー①②・養成フォローアップ研
修・NEALﾘｰﾀﾞｰ

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　TAP関係資料 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　自然体験活動指導者認定制度・教員免許状更新講習
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106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業　家族キャンプ・プレミアムキャンプ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　キッズチャレンジキャンプ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　森の子くらぶ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　生活・自立支援キャンプ(スマイルキャンプ) 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　徳地の森通学キャンプ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　心の冒険キャンプ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　契約決議書 98 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　契約依頼書，契約伺，契約書 98 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　住宅事情調査票 92 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子-共有サーバ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　消防訓練実施通知書 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　消防用設備等点検結果報告書 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　予算関係 89 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　食堂業者損益計算書 98 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　宿舎設置要求書，公務員宿舎入居・明渡届 92 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　バス利用申込書希望受付票 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　キャンセル団体 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　怪我・病気の記録 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（４月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（５月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（６月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（７月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（８月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（９月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（１０月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（１１～１２月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　団体受入原義書（１～３月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　調整プログラム 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用実施一覧 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体受付簿 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体票（４～５月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体票（６～７月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体票（８～１０月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体票（１１～３月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成31年度　学校団体利用希望調査票・承諾書 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用者名簿（４～６月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用者名簿（７～１０月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用者名簿（１１～３月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　施設利用に関するアンケート調査票（４～６月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　施設利用に関するアンケート調査票（７～８月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　施設利用に関するアンケート調査票（９～３月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体しおり（４～５月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体しおり（６月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体しおり（７～８月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体しおり（９～１０月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　利用団体しおり（１１～３月） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　機構本部通知・回答文書、他機関等通知・回答文書 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　星をみる会 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　森の手作り教室 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　保険手続き（企画事業） 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　料金徴収確認日報 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係
平成30年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
子どもゆめ基金説明会

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　ブース出展 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　資料ファイル 山口ゆめ花博（第35回全国都市緑化フェ
ア）

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係
平成30年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
スポーツ事業

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　賠償責任保険 31 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 事業推進係 平成30年度　健康調査票 31 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　特殊文書処理簿 22 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　文書処理簿 22 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　郵便切手等受払簿 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　料金後納郵便差出票 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　事業別発送物受付簿 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　広報関係 27 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年　休暇簿・欠勤簿 60 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年　休日の振替簿 60 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　勤務時間割振表 60 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　健康診断関係 67 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　雇用保険関係 66 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　勤務時間報告書 60 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　共済関係 64 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　職員の福利厚生 65 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　社会保険関係 66 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成29年　出勤簿 60 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　職員名簿関係 55 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　任免関係 55 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　任免関係（非常勤職員） 56 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　任免関係（研修指導員） 56 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　学生サポーター関係 103 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　旅費関係 95 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　会議　研修　栄典　講師等派遣依頼 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　調査　照会・回答　通知 23 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　内部監査資料 103 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　交流人事関係 45 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　山口市徳地フェスティバル2018前夜祭 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　よさこい合宿 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教員免許状更新講習 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　出前講座キャラバン隊 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　業務委託日誌 103 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　環境キャンプ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　防災キャンプ 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業 「TAP研修会」 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業 「TAP指導者養成講習会」 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業  教員を目指す学生を対象とした宿泊学習に
関する研修

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業 「アドベンチャー教育プログラム青少年教育
指導者研修会」

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業 自然体験活動上級指導者養成講習会
（NEALインストラクター）

106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　教育事業 「日独勤労青年交流事業」 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　TAP打合せシート・記録観察シート① 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 企画指導専門職 平成30年度　TAP打合せシート・記録観察シート② 106 山口徳地次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　口座振込関係 53 山口徳地次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　諸手当 53 山口徳地次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（会計）平成30年度　不動産貸付関係 83 山口徳地次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　自己点検・評価報告 19 山口徳地次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
行委員会

19 山口徳地次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　施設業務運営委員会 19 山口徳地次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　所内会議関係 19 山口徳地次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　人事記録（非常勤職員） 48 山口徳地次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）
平成30年度　国立山口徳地青少年自然の家規則等及び業務マニュ
アル

12 山口徳地次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　労働基準監督署届出等関係 46 山口徳地次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　危機管理マニュアル 105 山口徳地次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2018年度 山口徳地 総務・管理係（総務）平成30年度　人事記録 43 山口徳地次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）開所30周年記念式典関係 5 山口徳地次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）
令和元年度　国立山口徳地青少年自然の家規則等及び業務マニュ
アル

12 山口徳地次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　自己点検・評価報告 19 山口徳地次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実
行委員会

19 山口徳地次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　施設業務運営委員会 19 山口徳地次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　所内会議関係 19 山口徳地次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　特殊文書処理簿 22 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　文書処理簿 22 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　消防訓練実施通知書 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　消防用設備等点検結果報告書 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　機構本部通知・回答文書、他機関等通知・回答文書 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　郵便切手等受払簿 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　料金後納郵便差出票 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　事業別発送物受付簿 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　会議　研修　栄典　講師等派遣依頼 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　調査　照会・回答　通知 23 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　広報関係 27 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　賠償責任保険 31 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　健康調査票 31 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　自動車等運用承認申請関係 34 山口徳地次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　人事記録 43 山口徳地次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　交流人事関係 45 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　労働基準監督署届出等関係 46 山口徳地次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元度　人事記録（非常勤職員） 48 山口徳地次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　口座振込関係 53 山口徳地次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　諸手当 53 山口徳地次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　職員名簿関係 55 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　任免関係 55 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　任免関係（非常勤職員） 56 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　任免関係（研修指導員） 56 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年　休暇簿・欠勤簿 60 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年　休日の振替簿 60 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　勤務時間割振表 60 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　勤務時間報告書 60 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年　出勤簿 60 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　共済関係 64 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　職員の福利厚生 65 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　雇用保険関係 66 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　社会保険関係 66 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　健康診断関係 67 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　不動産貸付関係 83 山口徳地次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　予算関係 89 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　住宅事情調査票 92 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子-共有サーバ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　宿舎設置要求書，公務員宿舎入居・明渡届 92 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　旅費関係 95 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　契約決議書 98 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　契約依頼書，契約伺，契約書 98 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　食堂業者損益計算書 98 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　自動車運行記録，バス運行日誌 104 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　総務・管理系係長研修資料 104 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　学生サポーター関係 104 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　内部監査資料 104 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和元年度　業務委託日誌 104 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和元年度　危機管理マニュアル 106 山口徳地次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　教育事業 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　後援関係資料 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職
令和元年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 ス
ポーツ事業

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　青少年体験活動ボランティア養成研修 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　ボランティア入門セミナー①②・養成フォローアップ研
修・NEALﾘｰﾀﾞｰ

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　TAP関係資料 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職
令和元年度　自然体験活動指導者認定制度・教員免許状更新講習
企画運営ハンドブック

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　キッズチャレンジキャンプ 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　森の子くらぶ 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　生活・自立支援キャンプ(スマイルキャンプ) 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　徳地の森通学キャンプ 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　心の冒険キャンプ 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　バス利用申込書希望受付票 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　キャンセル団体 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　怪我・病気の記録 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（４月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（５月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（６月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（７月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（８月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（９月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（１０月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　団体受入原義書（１１～３月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　日程表 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体受付簿 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体票（４～５月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体票（６～７月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体票（８～１０月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体票（１１～３月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度「令和２年度早期利用申込」について 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用者名簿（４～６月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用者名簿（７～１０月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用者名簿（１１～３月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　施設利用に関するアンケート調査票（４～６月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　施設利用に関するアンケート調査票（７～８月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　施設利用に関するアンケート調査票（９～１２月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　施設利用に関するアンケート調査票（１～３月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体しおり（４～５月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体しおり（６月～８月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体しおり（９～１０月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　利用団体しおり（１１～３月） 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導班 令和元年度　星をみる会 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　森の手作り教室 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　料金徴収確認日報 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導班 令和元年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
子どもゆめ基金説明会

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係 令和元年度　ブース出展 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 事業推進係
令和元年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
スポーツ事業

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　山口市徳地フェスティバル 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　よさこい合宿 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　教員免許状更新講習 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　出前講座キャラバン隊 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　防災キャンプ 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　教育事業 「TAP研修会」 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　教育事業 「TAP指導者養成講習会」 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職
令和元年度　教育事業  教員を目指す学生を対象とした宿泊学習に
関する研修

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職
令和元年度　教育事業 「アドベンチャー教育プログラム青少年教育
指導者研修会」

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　教育事業 自然体験活動上級指導者養成講習会
（NEALインストラクター）

106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　教育事業 「日独勤労青年交流事業」 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　TAP打合せシート・記録観察シート① 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2019年度 山口徳地 企画指導専門職 令和元年度　TAP打合せシート・記録観察シート② 106 山口徳地次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実行
委員会

20 山口徳地次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　施設業務運営委員会 20 山口徳地次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　所内会議関係 20 山口徳地次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　特殊文書処理簿 23 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　文書処理簿 23 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　消防用設備等点検結果報告書 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　機構本部通知・回答文書、他機関等通知・回答文書 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　郵便切手等受払簿 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　料金後納郵便差出票 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　事業別発送物受付簿 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　会議　研修　栄典　講師等派遣依頼 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　調査　照会・回答　通知 24 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　広報関係 28 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　賠償責任保険 32 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　健康調査票 32 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　自動車等運用承認申請関係 35 山口徳地次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　人事記録 44 山口徳地次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　交流人事関係 46 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　労働基準監督署届出等関係 47 山口徳地次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　人事記録（非常勤職員） 49 山口徳地次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　口座振込関係 54 山口徳地次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　諸手当 54 山口徳地次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　職員名簿関係 56 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　任免関係 56 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　任免関係（非常勤職員） 57 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　任免関係（研修指導員） 57 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年　休暇簿・欠勤簿 61 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年　休日の振替簿 61 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　勤務時間割振表 61 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　勤務時間報告書 61 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年　出勤簿 61 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　共済関係 65 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　職員の福利厚生 66 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　雇用保険関係 67 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　社会保険関係 67 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　健康診断関係 68 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　不動産貸付関係 84 山口徳地次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　予算関係 90 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　住宅事情調査票 93 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子-共有サーバ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　宿舎設置要求書，公務員宿舎入居・明渡届 93 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　旅費関係 96 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　契約決議書 99 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　契約依頼書，契約伺，契約書 99 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　食堂業者損益計算書 99 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和2年度　自動車運行記録，バス運行日誌 104 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和2年度　業務委託日誌 104 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　教育事業 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　後援関係資料 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 ス
ポーツ事業

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　青少年体験活動ボランティア養成研修 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職
令和2年度　ボランティア入門セミナー①②・養成フォローアップ研
修・NEALﾘｰﾀﾞｰ

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　TAP関係資料 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　自然体験活動指導者認定制度・教員免許状更新講習
企画運営ハンドブック

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　キッズチャレンジキャンプ 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　森の子くらぶ 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　生活・自立支援キャンプ(スマイルキャンプ) 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　徳地の森通学キャンプ 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　ライドアドベンチャー 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　バス利用申込書希望受付票 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　キャンセル団体 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　怪我・病気の記録 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（４月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（５月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（６月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（７月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（８月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（９月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（１０月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　団体受入原義書（１１～３月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　日程表 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体受付簿 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体票（４～５月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体票（６～７月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体票（８～１０月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体票（１１～３月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度「令和２年度早期利用申込」について 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用者名簿（４～６月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用者名簿（７～１０月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用者名簿（１１～３月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　施設利用に関するアンケート調査票（４～６月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　施設利用に関するアンケート調査票（７～８月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　施設利用に関するアンケート調査票（９～１２月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　施設利用に関するアンケート調査票（１～３月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体しおり（４～５月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体しおり（６月～８月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体しおり（９～１０月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　利用団体しおり（１１～３月） 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導班 令和2年度　星をみる会 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　森の手作り教室 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　料金徴収確認日報 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導班
令和2年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
子どもゆめ基金説明会

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　ブース出展 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 事業推進係 令和2年度　山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業
スポーツ事業

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　山口市徳地フェスティバル 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　教員免許状更新講習 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　出前講座キャラバン隊 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　防災キャンプ 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　教育事業 「TAP研修会」 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　教育事業 「TAP指導者養成講習会」 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職
令和2年度　教育事業 「アドベンチャー教育プログラム青少年教育
指導者研修会」

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　教育事業 自然体験活動上級指導者養成講習会（NEAL
インストラクター）

107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　TAP打合せシート・記録観察シート① 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2020年度 山口徳地 企画指導専門職 令和2年度　TAP打合せシート・記録観察シート② 107 山口徳地次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度利用団体受入原議書 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度料金徴収確認日報 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度利用団体名簿 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度利用団体のしおり 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度施設利用に関するアンケート調査 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 利用団体票 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度キャンセル団体 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度2022年度早期利用申込 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年バス申込書 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度ブース出展 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 日程表 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 データ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年　新型コロナウイルス感染症対策に関するもの（事業系） 21 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 移管

2021年度 山口徳地 事業推進係 202１年　利用者対応として変更・改変したもの 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度　健康調査票 31 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度　傷病記録 31 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度　賠償責任保険 31 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 事業推進係 2021年度　機構本部通知・回答文書、他機関等通知・回答文書 24 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　事業で撮影した写真・映像等の使用に関わる承諾書 106 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 データ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　法人ボランティア関係 111 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　TAP関係 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和３年度　講演名義関係 26 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　安全管理担当者に関するもの 105 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「山口とくぢ　スマイルキャンプ
①共楽園　　②小野田陽光園」

107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「みんなで協力！ライドアドベンチャー!」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「みんなで協力！ライドアドベンチャー!」（質問
紙分割保管用）

107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　実践研究事業調査研究等「みんなで協力！ライドアド
ベンチャー!」

107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「ecoキャンプ」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「森の子くらぶ①②」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「TOKUJI OUTDOOR WEEKEND」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「山口徳地イングリッシュキャンプ」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「徳地の森　通学キャンプ」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「こども防災キャンプ」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「地域探究プログラム」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「星をみる会①～⑦」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「幼児のみんなへ！遊びを届け隊」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「冬の森であそぼう」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「TAP１日体験会①～④」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「TAP研修会①～②」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「TAP指導者養成講習会」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「青少年教育・体験活動ボランティア養成研
修」

107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「青少年教育・体験活動ボランティア養成研
修」（オンライン）

107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　教育事業「教員免許状更新講習Ⅰ・Ⅱ」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　共催「徳地ぽんぽこ自然学校」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　地域ぐるみ「早寝早起き朝ごはんキャラバン隊」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　地域ぐるみ「子どもゆめ基金　関係書類」 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　地域ぐるみ「体験の風をおこそう運動推進月間
遊びリンピック　関係書類」

107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 企画指導専門職 令和３年度　TAP実施計画書 107 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）
令和3年度　山口地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
実行委員会

18 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和３年度　広報関係 27 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　口座振込関係 53 山口徳地次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　任免関係 55 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　任免関係（非常勤職員） 56 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄



2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　任免関係（研修指導員） 56 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　休暇簿 60 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　休日振替簿 60 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　勤務時間割振表 60 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　勤務時間報告書 60 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　出勤簿 60 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　共済関係 64 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　雇用保険関係 66 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　健康診断関係 67 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　契約決議書（口座引落） 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　契約決議書（旅費・謝金） 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　契約決議書（物品・その他） 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　宿直日誌 37 山口徳地次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　安全点検・割振表 97 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　調査照会関係 23 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　検食報告書 113 山口徳地次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　学生サポーター関係 103 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　研修・講習会・説明会 69 山口徳地次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　労使関係 46 山口徳地次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　事業等関係所長ヒアリング 18 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　寄附金・寄附物品 87 山口徳地次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　契約関係 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　食堂払い料金徴収確認日誌 90 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　勘定科目等修正 90 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　物品及び役務発注伺い 89 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　警備業務日誌 97 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　清掃業務日誌 97 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　ボイラー運転管理業務 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　教育事業に係る傷害保険関係 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　収納報告書 97 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　専用水道保守点検報告 98 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　基準給与簿 53 山口徳地次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　施設業務運営委員会 18 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　所内会議関係 18 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　文書処理簿 22 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 データ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　消防用設備等点検結果報告書 97 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　料金後納郵便差出票 24 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　人事記録 43 山口徳地次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　人事記録（非常勤職員） 48 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　職員の福利厚生 65 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　予算関係 89 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　住宅事情調査票 92 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子-共有サーバ 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　宿舎設置要求書，公務員宿舎入居・明渡届 92 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　食堂業者損益計算書 99 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（会計）令和3年度　自動車運行日誌 103 山口徳地次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 廃棄

2021年度 山口徳地 総務・管理係（総務）令和3年度　新型コロナウイルス感染症対策 21 山口徳地次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口徳地次長 移管

1975年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５０年） 42 室戸次長 1976年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1976年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５１年） 42 室戸次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1977年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５２年） 42 室戸次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1978年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５３年） 42 室戸次長 1979年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1979年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５４年） 42 室戸次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1980年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５５年） 42 室戸次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄



1980年度 室戸 運営 開所５周年記念式典（昭和５５年度） 4 室戸次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1981年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５６年） 42 室戸次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1982年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５７年） 42 室戸次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1983年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５８年） 42 室戸次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1984年度 室戸 人事 人事記録等（昭和５９年） 42 室戸次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1985年度 室戸 人事 人事記録等（昭和６０年） 42 室戸次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1985年度 室戸 運営 開所１０周年記念式典（昭和６０年度） 4 室戸次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1985年度 室戸 工事 完成図書関係昭和６０年度 71 室戸次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1985年度 室戸 工事 工事記録完成昭和６０年度 71 室戸次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1986年度 室戸 人事 人事記録等（昭和６１年） 42 室戸次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1987年度 室戸 人事 人事記録等（昭和６２年） 42 室戸次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1988年度 室戸 人事 人事記録等（昭和６３年） 42 室戸次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1989年度 室戸 人事 人事記録等（平成元年） 42 室戸次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1990年度 室戸 人事 人事記録等（平成２年） 42 室戸次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1991年度 室戸 人事 人事記録等（平成３年） 42 室戸次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1992年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成４年度） 11 室戸次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1992年度 室戸 人事 人事記録等（平成４年） 42 室戸次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1992年度 室戸 工事 完成図書関係平成４年度 71 室戸次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1992年度 室戸 工事 工事記録完成平成４年度 71 室戸次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1993年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成５年度） 11 室戸次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1993年度 室戸 人事 人事記録等（平成５年） 42 室戸次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1993年度 室戸 工事 完成図書関係平成５年度 71 室戸次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1993年度 室戸 工事 工事記録完成平成５年度 71 室戸次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1994年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成６年度） 11 室戸次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1994年度 室戸 人事 人事記録等（平成６年） 42 室戸次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1995年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成７年度） 11 室戸次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1995年度 室戸 運営 開所２０周年記念式典（平成７年度） 4 室戸次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1995年度 室戸 人事 人事記録等（平成７年） 42 室戸次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1996年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成８年度） 11 室戸次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1996年度 室戸 人事 人事記録等（平成８年） 42 室戸次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1997年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成９年度） 11 室戸次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1997年度 室戸 人事 人事記録等（平成９年） 42 室戸次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1998年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１０年度） 11 室戸次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1998年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１０年度） 44 室戸次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1998年度 室戸 人事 人事記録等（平成１０年） 42 室戸次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1999年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１１年度） 11 室戸次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1999年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１１年度） 44 室戸次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1999年度 室戸 人事 人事記録等（平成１１年） 42 室戸次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１２年度） 11 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 級別定数（改訂等資料） 44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 級別定数管理簿（昭和５０年～平成１２年度） 44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 級別定数通知 44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 定員削減関係 44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 任免（辞職・退職・定年）関係ファイル（昭和５０年～平成１２年度） 44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 任免（昇任、転任、配置換）関係ファイル（昭和５０年度～平成１２年
度）

44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１２年度） 44 室戸次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 人事 人事記録等（平成１２年） 42 室戸次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 国有財産 継承財産手続関係平成１２年度 70 室戸次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2000年度 室戸 国有財産 国有財産台帳（図面を含む） 70 室戸次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2001年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１３年度） 11 室戸次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2001年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１３年度） 44 室戸次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2001年度 室戸 人事 人事記録等（平成１３年） 42 室戸次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2002年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１４年度） 11 室戸次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2002年度 室戸 人事 任免（昇任、転任、配置換）関係ファイル（平成１３年度～平成１４年
度）

44 室戸次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2002年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１４年度） 44 室戸次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2002年度 室戸 人事 人事記録等（平成１４年） 42 室戸次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2003年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１５年度） 11 室戸次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2003年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１５年度） 44 室戸次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2003年度 室戸 人事 人事記録等（平成１５年） 42 室戸次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2004年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１６年度） 11 室戸次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2004年度 室戸 人事
任免（昇任、転任、配置換）関係ファイル（平成１５年度～平成１６年
度）

44 室戸次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2004年度 室戸 人事 任免（併任）関係ファイル（平成１６年度） 44 室戸次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2004年度 室戸 人事 人事記録等（平成１６年） 42 室戸次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2005年度 室戸 運営 所内規程、細則、申し合わせの制定改廃（平成１７年度） 11 室戸次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2005年度 室戸 人事 任免（昇任、転任、配置換）関係ファイル（平成１７年度） 44 室戸次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2005年度 室戸 人事 労働基準監督署関係（平成１７年度） 45 室戸次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2005年度 室戸 運営 開所３０周年記念式典（平成１７年度） 4 室戸次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2005年度 室戸 人事 人事記録等（平成１７年） 42 室戸次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度所内規程、細則、申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度定員関係 44 室戸次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度任免（昇任、転任、配置換）関係 44 室戸次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度公印台帳 5 室戸次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度登記申請関係 1 室戸次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度人事記録等 42 室戸次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2006年度 室戸 総務 平成18年度危機管理マニュアル 104 室戸次長 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 総務 平成19年度所内規程、細則、申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 総務 平成19年度労働基準監督署関係 45 室戸次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 管理（施設） 平成19年度消防計画書、消防訓練実施計画 15 室戸次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 管理（施設） 平成19年度防火管理者の選任（解任）届 15 室戸次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 管理（施設） 平成19年度防火関係（消防用設備等点検結果報告書）等 15 室戸次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 総務 平成19年度人事記録等 42 室戸次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2007年度 室戸 総務 平成19年度危機管理マニュアル 104 室戸次長 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2008年度 室戸 総務 平成20年度労働基準監督署関係 45 室戸次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2008年度 室戸 管理（施設） 平成20年度消防計画書、消防訓練実施計画 15 室戸次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2008年度 室戸 管理（施設） 平成20年度防火管理者の選任（解任）届 15 室戸次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2008年度 室戸 管理（施設） 平成20年度防火関係（消防用設備等点検結果報告書）等 15 室戸次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2008年度 室戸 総務 平成20年度人事記録等 42 室戸次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2008年度 室戸 総務 平成20年度危機管理マニュアル 104 室戸次長 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 総務 平成21年度所内規程、細則、申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 総務 平成21年度労働基準監督署関係 45 室戸次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 管理（施設） 平成21年度消防計画書、消防訓練実施計画 15 室戸次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 管理（施設） 平成21年度防火管理者の選任（解任）届 15 室戸次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 管理（施設） 平成21年度防火関係（消防用設備等点検結果報告書）等 15 室戸次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 総務 平成21年度人事記録等 42 室戸次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2009年度 室戸 総務 平成21年度危機管理マニュアル 104 室戸次長 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 総務係 平成22年度　所内規程、細則、申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 総務係 平成22年度　法人文書の更新 11 室戸次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 管理係 平成22年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 管理係 平成22年度　浄化槽設置届 76 室戸次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 管理係 平成22年度　ボイラー設置届 76 室戸次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 管理係 平成22年度　電気設備設置届 76 室戸次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 総務係 平成22年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 総務係 平成22年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2010年度 室戸 総務係 平成22年度　人事記録 42 室戸次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2011年度 室戸 総務係 平成23年度　所内規程、細則、申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 総務係 平成23年度　法人文書（廃棄簿含む） 11 室戸次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 総務係 平成23年度　人事交流に関する協定書等 44 室戸次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 管理係 平成23年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 総務係 平成23年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 総務係 平成23年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 総務係 平成23年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2011年度 室戸 総務係 平成23年度　人事記録 42 室戸次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　会議 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　施設業務運営委員会 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　業務実績シート 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　研修・講習 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　年度計画 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　所議 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　事務連絡会議 18 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 管理係 平成24年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 管理係 平成24年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　所内規程・細則・申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　法人文書（廃棄簿含む） 11 室戸次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　人事交流に関する協定書等 44 室戸次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 管理係 平成24年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　人事記録 42 室戸次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2012年度 室戸 総務係 平成24年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 企画指導専門職 平成25年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　会議 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　施設業務運営委員会委員の委嘱等 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　施設業務運営委員会 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　業務実績シート 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　年度計画 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　連絡会議 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　職員会 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　法人文書の開示請求 19 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　療養給付たる療養の給付請求書 51 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 管理係 平成25年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 管理係 平成25年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　所内規程・細則・申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　人事交流に関する協定書等 44 室戸次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　労使協定 45 室戸次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　労働保険代理人選任・解任届等 45 室戸次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 管理係 平成25年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　人事記録 42 室戸次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2013年度 室戸 総務係 平成25年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2014年度 室戸 企画指導専門職 平成26年度　ウォーターワイズⅢ新規プログラム開発 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 企画指導専門職 平成26年度　事業方針 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 企画指導専門職 平成26年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　会議 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　施設業務運営委員会委員の委嘱等 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　施設業務運営委員会 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　業務実績シート 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　年度計画 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　連絡会議 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　職員会 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　療養給付たる療養の給付請求書 51 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　所内規程・細則・申し合わせの制定改廃 11 室戸次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　人事交流に関する協定書等 44 室戸次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　労使協定 45 室戸次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　人事記録 42 室戸次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2014年度 室戸 総務・管理係 平成26年度　危機管理マニュアル 104 室戸次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　収納報告書 86 室戸次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　確定報告書 86 室戸次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　厨房機器更新費収納月報 86 室戸次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　給食業務委託業者出納計算書 86 室戸次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　自販機販売手数料報告書 86 室戸次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　免税軽油 86 室戸次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 企画指導専門職 平成27年度　ウォーターワイズⅢ新規プログラム開発 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 企画指導専門職 平成27年度　事業方針 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 企画指導専門職 平成27年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　会議 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　施設業務運営委員会委員の委嘱等 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　施設業務運営委員会 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　業務実績シート 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　連絡会議 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　職員会 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　永年勤続者表彰 48 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　療養給付たる療養の給付請求書 51 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　人事交流に関する協定書等 44 室戸次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　労使協定 45 室戸次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　人事記録 42 室戸次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2015年度 室戸 総務・管理係 平成27年度　危機管理マニュアル 104 室戸次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　基準給与簿 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　職員別給与簿 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　チェックリスト 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　扶養控除等申告書 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　広域異動手当支給調書 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　諸手当現況確認書 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　口座振込申出書 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　期末・勤勉手当 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　遡及データ報告書 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　給与・諸手当 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　時間外勤務書等 52 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　扶養親族届・扶養手当認定簿 53 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　通勤届・通勤手当認定簿 53 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　単身赴任届・単身赴任手当認定簿 53 室戸次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　収納報告書 86 室戸次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　確定報告書 86 室戸次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　厨房機器更新費収納月報 86 室戸次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　給食業務委託業者出納計算書 86 室戸次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　自販機販売手数料報告書 86 室戸次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　免税軽油 86 室戸次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 企画指導専門職 平成28年度　事業方針 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　会議 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　施設業務運営委員会 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　業務実績シート 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　連絡会議 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　職員会 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 19 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　療養給付たる療養の給付請求書 51 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　人事交流に関する協定書等 44 室戸次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　労使協定 45 室戸次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　人事記録 42 室戸次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2016年度 室戸 総務・管理係 平成28年度　危機管理マニュアル 104 室戸次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　照会・回答・通知・依頼・報告・届出 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　活動プログラム 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　活動場所割振表 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　むろとでチャレンジ①② 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　森のようちえんむろと 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　キッズデイ③ 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　キッズデイ④ 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　日本列島ともだちの輪(夏編)(冬編) 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　室戸の海まるごと体験（愛媛編） 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　体験！発見！ジオパーク（防災編） 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　室戸くろしお祭り 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　体験！発見！ジオパーク（秋編） 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　中・四国少年野球６年生大会 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　むろとでチャレンジ③ 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　第１０回室戸オープン卓球大会（小学生の部） 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　ボランティアリーダー自主企画 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　キッズデイ⑥ 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　NEALコーディネーター指導者講習会 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　教員免許状更新講習 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　室戸オープンラージボール卓球大会（シニアの部） 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　おもしろ理科工作 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　法人ボランティア 109 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 事業推進係 平成29年度　通知・依頼・お知らせ 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 事業推進係 平成29年度　日帰り利用申込書 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 事業推進係 平成29年度　宿泊利用関係 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 事業推進係 平成29年度　アンケート集計関係 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 事業推進係 平成29年度　活動調整一覧表 105 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　文書処理簿 21 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　通知・依頼・お知らせ 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　郵便物　受付・発送簿 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　ゆうメール　受付・発送簿 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　郵便物等　発送別紙 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　案内状・礼状 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　照会・調査文書 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　地方施設所長に係る旅行一覧報告書 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　郵便切手等受払簿 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　特殊郵便物接受簿 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　子どもゆめ基金 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　安全運転管理者に関する届出書等 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　危機発生時報告書等 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職員録等原稿作成 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　法人文書 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　就業規則に関する意見書 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　毎月勤労統計調査 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　受託実習生の受入れ状況（報告） 22 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　共催・後援 25 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　概要作成・発送 26 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職員旅行命令簿等 27 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職員旅行依頼簿等（謝金含む） 27 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　講師の派遣等 27 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　ICS関係 30 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　人事関係書類の送付 54 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職員の割愛・依頼・回答 54 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　着任届 54 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職員発令依頼書等 54 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　非常勤職員採用 55 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　非常勤職員発令依頼書等 55 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　人事評価 56 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　出勤簿（職員） 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　出勤簿（非常勤職員） 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　出勤簿（研修指導員） 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　休暇簿 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職務付加 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　勤務しないことの承認に関する申出書 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　勤務時間等割振 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　休日の振替簿 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　時間外勤務等理由書 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　勤務時間の変更簿 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　勤務時間の確定 59 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　運営協議会委員の委嘱等 60 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　財形貯蓄等関係 62 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　共済組合員動態調査 63 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　共済関係通知書等 63 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　共済積立貯金 63 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　共済貸付事業 63 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　福利厚生事業 63 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　組合員証等関係 63 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　健康保険・厚生年金保険 65 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　雇用保険被保険者資格取得・喪失届 65 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　人間ドック事業 66 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　健康診断 66 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 66 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　高知県青少年教育施設連絡協議会 106 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　本部文書 23 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　公益法人等への会費等支出報告書について 88 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　予算関係 88 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　宿舎関係 91 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　車両台帳 92 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　船舶検査申請書 92 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　契約決議書 97 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　自動車運転業務委託 97 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　契約書 97 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　港湾施設使用許可申請 97 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　基準給与簿 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　チェックリスト 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　扶養控除等申告書 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　広域異動手当支給調書 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　諸手当現況確認書 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　口座振込申出書 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　期末・勤勉手当 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　給与・諸手当 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　時間外勤務書等 52 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　通勤届・通勤手当認定簿 53 室戸次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　収納報告書 86 室戸次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　確定報告書 86 室戸次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　厨房機器更新費収納月報 86 室戸次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　給食業務委託業者出納計算書 86 室戸次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　自販機販売手数料・売上報告書 86 室戸次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　免税軽油 86 室戸次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　事業方針 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　運営方針 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　会議 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　運営協議会 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　業務実績シート 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　連絡会議 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　職員会 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　中・四国地区国立青少年教育施設における会議等 18 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 19 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　労使協定 45 室戸次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　人事記録 42 室戸次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　危機管理マニュアル 104 室戸次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 企画指導専門職 平成29年度　海の活動記録 102 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　宿直日誌 102 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　水質検査 100 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　電気工作物点検報告書 101 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　浄化槽保守点検記録表 101 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　煤煙計量証明書 101 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　特殊建物定期報告書 101 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　船舶日誌 102 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　ボイラー運転業務報告書（日報） 102 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　清掃作業日報 102 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2017年度 室戸 総務・管理係 平成29年度　警備業務報告日誌 102 室戸次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　事業方針 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　照会・回答・通知・依頼・報告・届出 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　海の活動記録 102 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　ボランティア養成講座 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　むろと元気塾 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　親子でスノーケリング 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　イングリッシュキャンプ 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　ボランティア自主企画「一歩ふみだせ わいわいキャン
プ」

105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　ジュニアクラブ 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　体験！発見！ジオパーク（夏編） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　リフレッシュキャンプ 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　体験！発見！ジオパーク（防災編） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　室戸くろしお祭り 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　体験！発見！ジオパーク（秋編） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　中・四国少年野球６年生大会 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　むろとでチャレンジ（鯨舟競漕にチャレンジ） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　第１１回室戸オープン卓球大会（小学生の部） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　ボランティアリーダー自主企画「キャンプｄｅトライ」 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　野遊び塾 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　NEALコーディネーター養成講習会 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　自然体験活動指導者養成研修（NEALリーダー） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　教員免許状更新講習（８月） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　教員免許状更新講習（２月） 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　ニンジャキャンプ～冬の陣～ 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　室戸オープンラージボール卓球大会 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　中四国青少年教育施設連絡協議会職員研修 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　ふれあい通学合宿 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　サイエンスキャンプ 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 企画指導専門職 平成30年度　法人ボランティア 109 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 事業推進係 平成30年度　通知・依頼・お知らせ 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 事業推進係 平成30年度　利用団体票 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 事業推進係 平成30年度　利用承諾伺 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 事業推進係 平成30年度　施設利用、活動計画関係 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 事業推進係 平成30年度　アンケート集計関係 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 事業推進係 平成30年度　活動調整一覧表 105 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　所内規程・細則・申し合せの制定改廃 11 室戸次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　中期目標・計画 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　会議 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　運営協議会 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　業務実績シート 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　連絡会議 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員会 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　中・四国地区国立青少年教育施設における会議等 18 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 19 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　文書処理簿 21 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　通知・依頼・お知らせ 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　郵便物　受付・発送簿 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　ゆうメール　受付・発送簿 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　郵便物等　発送別紙 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　案内状・礼状 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　照会・調査文書 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　地方施設所長に係る旅行一覧報告書 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　郵便切手等受払簿 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　特殊郵便物接受簿 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　子どもゆめ基金 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　安全運転管理者に関する届出書等 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　危機発生時報告書等 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員録等原稿作成 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　法人文書 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　就業規則に関する意見書 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　毎月勤労統計調査 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　社会教育調査 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員の免許等取得に係る費用の取得計画・報告 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　自家用車による業務出張承認申請書等 22 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　監査 24 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　共催・後援 25 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　概要作成・発送 26 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員旅行命令簿等 27 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員旅行依頼簿等（謝金含む） 27 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　講師の派遣等 27 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　ICS関係 30 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　人事記録 42 室戸次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　労使協定 45 室戸次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　療養給付たる療養の給付請求書 51 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　基準給与簿 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　チェックリスト 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度  扶養控除等申告書 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　広域異動手当支給調書 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　諸手当現況確認書 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　口座振込申出書 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　期末・勤勉手当 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　給与・諸手当 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　時間外勤務書等 52 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　通勤届・通勤手当認定簿 53 室戸次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　人事関係書類の送付 54 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員の割愛・依頼・回答 54 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職員発令依頼書等 54 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　非常勤職員採用 55 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　非常勤職員発令依頼書等 55 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　人事評価 56 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　出勤簿（職員） 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　出勤簿（非常勤職員） 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　出勤簿（研修指導員） 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　休暇簿 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　職務付加 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　勤務しないことの承認に関する申出書 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　贈与等報告書 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　勤務時間等割振 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　休日の振替簿 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　時間外勤務等理由書 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　勤務時間の変更簿 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　勤務時間の確定 59 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　運営協議会委員の委嘱等 60 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　財形貯蓄等関係 62 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　共済関係通知書等 63 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　共済積立貯金 63 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　共済貸付事業 63 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　共済組合短期給付（請求・受領他） 63 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　福利厚生事業 63 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　組合員証等関係 63 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　健康保険・厚生年金保険 65 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　雇用保険被保険者資格取得・喪失届 65 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　人間ドック事業 66 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　健康診断 66 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 66 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　宿直日誌 102 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　危機管理マニュアル 104 室戸次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　高知県青少年教育施設連絡協議会 106 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　本部文書 23 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　財産貸付許可 82 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　収納報告書 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　確定報告書 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　厨房機器更新費収納月報 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　給食業務委託業者出納計算書 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　自販機販売手数料・売上報告書 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　免税軽油 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　寄附関係 86 室戸次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　予算関係 88 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　宿舎関係 91 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　車両台帳 92 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　船舶検査申請書 92 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　清算払支払 96 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　契約決議書 97 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　支出決議及び支払依頼書 97 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　自動車運転業務委託 97 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　契約書 97 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　港湾施設使用許可申請 97 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　水質検査 100 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　電気工作物点検報告書 101 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　浄化槽保守点検記録表 101 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　煤煙計量証明書 101 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　特殊建物定期報告書 101 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　船舶日誌 102 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　ボイラー運転業務報告書（日報） 102 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　清掃作業日報 102 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2018年度 室戸 総務・管理係 平成30年度　警備業務報告日誌 102 室戸次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　照会・回答・通知・依頼・報告・届出 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　海の活動記録 102 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　ボランティア養成講座 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　むろと元気塾 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　親子でスノーケリング 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　イングリッシュキャンプ 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　ボランティア自主企画「夏を満喫　全力キャンプ」 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　ジュニアクラブ 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　体験！発見！ジオパーク（マリンスポーツ編） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　体験！発見！ジオパーク（防災学習編） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　室戸くろしお祭り 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　体験！発見！ジオパーク（歴史文化編） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　むろとでチャレンジ（鯨舟競漕にチャレンジ） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　室戸オープン卓球大会（小学生の部） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　室戸オープン卓球大会（中学生の部） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職
令和元年度　ボランティアリーダー自主企画事業「学年とびこえ ぎゅ
ぎゅっとキャンプ」

105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　NEALコーディネーター養成講習会 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　自然体験活動指導者養成研修（NEALリーダー） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　教員免許状更新講習（２月） 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　室戸オープンラージボール卓球大会 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　ふれあい通学合宿 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　むろと２０００本桜祭り 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 企画指導専門職 令和元年度　法人ボランティア 109 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 事業推進係 令和元年度　通知・依頼・お知らせ 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 事業推進係 令和元年度　利用団体票 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 事業推進係 令和元年度　利用承諾伺 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 事業推進係 令和元年度　活動計画関係 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 事業推進係 令和元年度　利用者アンケート 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 事業推進係 令和元年度　活動計画表 105 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　所内規程・細則・申し合せの制定改廃 11 室戸次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　会議 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　運営協議会 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　業務実績シート 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　研修・講習 18 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　連絡会議 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員会 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　中・四国地区国立青少年教育施設における会議等 18 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 19 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　文書処理簿 21 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　通知・依頼・お知らせ 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　郵便物　受付・発送簿 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　ゆうメール　受付・発送簿 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　郵便物等　発送別紙 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　案内状・礼状 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　照会・調査文書 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　地方施設所長に係る旅行一覧報告書 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　郵便切手等受払簿 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　特殊郵便物接受簿 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　子どもゆめ基金 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　安全運転管理者に関する届出書等 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員録等原稿作成 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　法人文書 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　就業規則に関する意見書 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　受託実習生の受入れ状況（報告） 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　自家用車による業務出張承認申請書等 22 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　監査・調査 24 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　共催・後援 25 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　概要作成・発送 26 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員旅行命令簿等 27 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員旅行依頼簿等（謝金含む） 27 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　講師の派遣等 27 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　ICS関係 30 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　自動車運行計画書・運行日誌 33 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　身分証明書発行台帳 34 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　書証明・許可書等交付 34 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　施設別職員等一覧及び機構図 41 室戸次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　人事記録 42 室戸次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　労働条件通知書 42 室戸次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　労使協定 45 室戸次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　社会教育功労者表彰 48 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　法人ボランティア表彰関係 48 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　基準給与簿 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 平成元年度　職員別給与簿 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　チェックリスト 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年  扶養控除等申告書 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　広域異動手当支給調書 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　口座振込申出書 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　期末・勤勉手当 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　給与・諸手当 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　勤務表兼時間外勤務書 52 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　通勤届・通勤手当認定簿 53 室戸次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　人事関係書類の送付 54 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員の割愛・依頼・回答 54 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員発令依頼書等 54 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　非常勤職員発令依頼書等 55 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　人事評価 56 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　出勤簿（職員） 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　出勤簿（非常勤職員） 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　出勤簿（研修指導員） 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　休暇簿 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職務付加 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　勤務しないことの承認に関する申出書 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　贈与等報告書 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　勤務時間等割振 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　休日の振替簿 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　時間外勤務等理由書 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　勤務時間の変更簿 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　勤務時間の確定 59 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　運営協議会委員の委嘱等 60 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　財形貯蓄等関係 62 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　共済関係通知書等 63 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　共済組合員動態調査 63 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　共済積立貯金 63 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　共済貸付事業 63 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　福利厚生事業 63 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　組合員証等関係 63 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　健康保険・厚生年金保険 65 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　雇用保険被保険者資格取得・喪失届 65 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　人間ドック事業 66 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　健康診断 66 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 66 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　実地研修 68 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　職員研修 68 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　大型バス等運転講習 68 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　各種変更・取得・終了届 69 室戸次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　宿直日誌 102 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　危機管理マニュアル 104 室戸次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 106 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　高知県青少年教育施設連絡協議会 106 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　講師室伺 100 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　本部文書 23 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　取得・除却固定資産等 80 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　不動産貸付許可 82 室戸次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　収納報告書 86 室戸次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　確定報告書 86 室戸次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　厨房機器更新費収納月報 86 室戸次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　給食業務委託業者出納計算書 86 室戸次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　免税軽油 86 室戸次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　寄附関係 86 室戸次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　予算関係 88 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　宿舎関係 91 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　車両台帳 92 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　船舶検査申請書 92 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　清算払支払 96 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　契約決議書 97 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　支出決議及び支払依頼書 97 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　自動車運転業務委託 97 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　契約書 97 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　港湾施設使用許可申請 97 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　水質検査 100 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　電気工作物点検報告書 101 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　浄化槽保守点検記録表 101 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　煤煙計量証明書 101 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　特殊建物定期報告書 101 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　船舶日誌 102 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　ボイラー運転業務報告書（日報） 102 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　清掃作業日報 102 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2019年度 室戸 総務・管理係 令和元年度　警備業務報告日誌 102 室戸次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　事業方針 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　照会・回答・通知・依頼・報告・届出 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　海の活動記録 103 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　ボランティア養成講座 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　むろと元気塾 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　８歳までの海遊び 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　イングリッシュキャンプ 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　ジュニアクラブ 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　体験！発見！ジオパーク（マリンスポーツ編） 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　アート夢プロジェクト 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　体験！発見！ジオパーク（防災学習編） 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　体験！発見！ジオパーク（室戸の海・森編） 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　体験！発見！ジオパーク（歴史・文化編） 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職
令和２年度　ドキドキわくわくカヤック＆ＳＵＰ体験
　　　　　　　　わくわくマリンスポーツ体験

107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　リーダートレーニング 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　NEALコーディネーター養成講習会 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　教員免許状更新講習 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　ふれあい通学合宿 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　むろと２０００本桜祭り 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 企画指導専門職 令和２年度　法人ボランティア 111 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　新型コロナウイルス感染症対策に関連するもの 21 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 移管

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　通知・依頼・お知らせ 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　利用団体票 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　利用承諾伺 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　活動計画関係 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　利用者アンケート 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 事業推進係 令和２年度　活動計画表 107 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　所内規程・細則・申し合せの制定改廃 11 室戸次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　会議 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　運営協議会 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　業務実績シート 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　連絡会議 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員会 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　中・四国地区国立青少年教育施設における会議等 18 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 19 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　文書処理簿 22 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　郵便物　受付・発送簿 22 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　通知・依頼・お知らせ 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　ゆうメール・郵便物　受付・発送簿 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和2年度　郵便物等　発送別紙 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　案内状・礼状 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　照会・調査文書 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　地方施設所長に係る旅行一覧報告書 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　郵便切手等受払簿 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　特殊郵便物接受簿 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　電報発信簿 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　子どもゆめ基金 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　安全運転管理者に関する届出書等 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員録等原稿作成 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　法人文書 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　就業規則に関する意見書 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員の免許等取得に係る費用の取得計画・報告 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　自家用車による業務出張承認申請書等 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　危機発生時報告書等 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　賃金構造基本統計調査 23 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　監査・調査 25 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　共催・後援 26 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　概要作成・発送 27 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員旅行命令簿等 28 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　旅行依頼簿等（謝金含む） 28 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　公印等使用簿 33 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　自動車運行計画書・運行日誌 34 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　身分証明書発行台帳 35 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　書証明・許可書等交付 35 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　施設別職員等一覧及び機構図 42 室戸次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　人事記録 43 室戸次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　労働条件通知書 43 室戸次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　労使協定 46 室戸次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　労働保険代理人選任・解任届等 46 室戸次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　栄典関係 49 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　社会教育功労者表彰 49 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　法人ボランティア表彰関係 49 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　基準給与簿 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年  扶養控除等申告書 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　広域異動手当支給調書 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　口座振込申出書 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　期末・勤勉手当 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　給与・諸手当 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　勤務表兼時間外勤務書 53 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　通勤届・通勤手当認定簿 54 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　単身赴任届・単身赴任手当認定簿 54 室戸次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　人事関係書類の送付 55 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員の割愛・依頼・回答 55 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員発令依頼書等 55 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　非常勤職員採用 56 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　非常勤職員発令依頼書等 56 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　人事評価 57 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　出勤簿（職員） 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　出勤簿（非常勤職員） 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　出勤簿（研修指導員） 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　休暇簿 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職務付加 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　勤務しないことの承認に関する申出書 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　贈与等報告書 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　勤務時間等割振 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　休日の振替簿 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　時間外勤務等理由書 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　勤務時間の変更簿 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　勤務時間の確定 60 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　運営協議会委員の委嘱等 61 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　財形貯蓄等関係 63 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　共済関係通知書等 64 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　共済積立貯金 64 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　共済組合短期給付（請求・受領他） 64 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　福利厚生事業 64 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　組合員証等関係 64 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　健康保険・厚生年金保険 66 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　雇用保険被保険者資格取得・喪失届 66 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　人間ドック事業 67 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　健康診断 67 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 67 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　健康確認表 67 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　兼業許可申請 68 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　実地研修 69 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　職員研修 69 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　大型バス等運転講習 69 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　研修・講習 69 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　各種変更・取得・終了届 70 室戸次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　講師室伺 101 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　宿直日誌 103 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　危機管理マニュアル 105 室戸次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 108 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　高知県青少年教育施設連絡協議会 108 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　取得・除却固定資産等 81 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　不動産貸付許可 83 室戸次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　収納報告書 87 室戸次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　確定報告書 87 室戸次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　厨房機器更新費収納月報 87 室戸次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　給食業務委託業者出納計算書 87 室戸次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　免税軽油 87 室戸次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　予算関係 89 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　宿舎関係 92 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　船舶検査申請書 93 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　清算払支払 97 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　契約決議書 98 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　支出決議及び支払依頼書 98 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　自動車運転業務委託 98 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　契約書 98 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　港湾施設使用許可申請 98 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　水質検査 102 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　電気工作物点検報告書 102 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　浄化槽保守点検記録表 102 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　煤煙計量証明書 102 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　特殊建物定期報告書 102 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　船舶日誌 103 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　ボイラー運転業務報告書（日報） 103 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　清掃作業日報 103 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2020年度 室戸 総務・管理係 令和２年度　警備業務報告日誌 103 室戸次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　海の活動記録 103 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　ボランティア養成講座 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　むろと元気塾 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　サイエンスキャンプ～星空編～ 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　イングリッシュキャンプ 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　全国高校生体験活動顕彰制度
　　　　　　　「地球探究プログラム」オリエンテーション合宿

107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　体験！発見！ジオパーク（マリンスポーツ編） 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　ボランティアリーダー自主企画 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　ジオパークの生き物ウォッチング 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　防災キャンプin室戸 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　室戸においでよ！家族DAY！！ 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　Mキャンプ（ソロキャンプにチャレンジ!!） 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　Mキャンプ（水族館に泊まろう） 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　リーダートレーニング 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　全国一斉書き初め大会 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　絵本　de　SDGs 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　むろと冬のファミリーキャンププログラム 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　早寝早起き朝ごはん　むろとキャラバン隊 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 企画指導専門職 令和３年度　法人ボランティア 111 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　新型コロナウイルス感染症対策に関連するもの 21 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 移管

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　通知・依頼・お知らせ 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　事業で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾に関す
るもの

106 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　利用団体票 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　利用承諾伺 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　活動計画関係 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　利用者アンケート 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　活動計画表 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 事業推進係 令和３年度　利用の変更・キャンセル 107 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　法人文書ファイル管理簿 10 室戸次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　法人文書廃棄簿 11 室戸次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　所内規程・細則・申し合せの制定改廃 11 室戸次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　会議 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　運営協議会 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　業務実績シート 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　連絡会議 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員会 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　利用促進協議会 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　中・四国地区国立青少年教育施設における会議等 18 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 19 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 20 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　文書処理簿 22 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　通知・依頼・お知らせ 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　郵便物受付・発送簿 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　郵便物等　発送別紙 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　案内状・礼状 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　照会・調査文書 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　地方施設所長に係る旅行一覧報告書 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　郵便切手等受払簿 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　特殊郵便物接受簿 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　電報発信簿 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　子どもゆめ基金 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　安全運転管理者に関する届出書等 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員録等原稿作成 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　法人文書 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　就業規則に関する意見書 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員の免許等取得に係る費用の取得計画・報告 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　自家用車による業務出張承認申請書等 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　危機発生時報告書等 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　機構掲載新聞記事管理システム・検索システム 23 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　監査・調査 25 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　共催・後援 26 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　概要作成・発送 27 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員旅行命令簿等 28 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　旅行依頼簿等（謝金含む） 28 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　講師の派遣等 28 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　ICS関係 31 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　公印等使用簿 33 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　自動車運行計画書・運行日誌 34 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　身分証明書発行台帳 35 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　書証明・許可書等交付 35 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　宿直変更（交替）簿 37 室戸次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　座席表の掲載 41 室戸次長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　施設別職員等一覧及び機構図 42 室戸次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　人事記録 43 室戸次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　労働条件通知書 43 室戸次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　労使協定 46 室戸次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　社会教育功労者表彰 49 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　法人ボランティア表彰関係 49 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　昇給・昇格 50 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　基準給与簿 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年  扶養控除等申告書 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　勤務時間報告書・時間外勤務管理簿 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　広域異動手当支給調書 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　口座振込申出書 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　期末・勤勉手当 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　給与・諸手当 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　勤務表兼時間外勤務書 53 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　通勤届・通勤手当認定簿 54 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　単身赴任届・単身赴任手当認定簿 54 室戸次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　人事関係書類の送付 55 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員の割愛・依頼・回答 55 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員発令依頼書等 55 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　非常勤職員発令依頼書等 56 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　人事評価 57 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　出勤簿（職員） 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　出勤簿（非常勤職員） 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　出勤簿（研修指導員） 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　休暇簿 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職務付加 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　勤務しないことの承認に関する申出書 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　贈与等報告書 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　勤務時間等割振 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　休日の振替簿 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　時間外勤務等理由書 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　勤務時間の変更簿 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　勤務時間の確定 60 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　運営協議会委員の委嘱等 61 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　財形貯蓄等関係 63 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　共済関係通知書等 64 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　共済積立貯金 64 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　共済組合短期給付（請求・受領他） 64 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　福利厚生事業 64 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄



2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　組合員証等関係 64 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　健康保険・厚生年金保険 66 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　雇用保険被保険者資格取得・喪失届 66 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　人間ドック事業 67 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　健康診断 67 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 67 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　健康確認表 67 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　地方職員の職務復帰関係 67 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　兼業許可申請 68 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　実地研修 69 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　職員研修 69 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　大型バス等運転講習 69 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　研修・講習 69 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　各種変更・取得・終了届 70 室戸次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　講師室伺 101 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　宿直日誌 103 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　危機管理マニュアル 105 室戸次長 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　中四国地区青少年教育施設連絡協議会 108 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　高知県青少年教育施設連絡協議会 108 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　防火・防災・災害 15 室戸次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　取得・除却固定資産等 81 室戸次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　収納報告書 87 室戸次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　確定報告書 87 室戸次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　給食業務委託業者出納計算書 87 室戸次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　免税軽油 87 室戸次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　予算関係 89 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　宿舎関係 92 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　船舶検査申請書 93 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　清算払支払 97 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　契約決議書 98 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　支出決議及び支払依頼書 98 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　自動車運転業務委託 98 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　契約書 98 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　港湾施設使用許可申請 98 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　水質検査 102 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　電気工作物点検報告書 102 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　浄化槽保守点検記録表 102 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　特殊建物定期報告書 102 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　船舶日誌 103 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　ボイラー運転業務報告書（日報） 103 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　清掃作業日報 103 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

2021年度 室戸 総務・管理係 令和３年度　警備業務日報 103 室戸次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 室戸次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 昭和６３年度開所記念式典 4 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家の印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家課長の印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家歳入歳出外現金出納官吏之印 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家資金前渡官吏之印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家収入官吏之印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家所長の印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家分任契約担当官之印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家分任歳入徴収官之印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家分任物品管理官之印制定 5 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄



1988年度 夜須高原 人事 人事記録（ア～）　1/6 42 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 人事 人事記録（カ～）　2/6 42 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 人事 人事記録（サ～）　3/6 42 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 人事 人事記録（タ～）　4/6 42 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 人事 人事記録（ナ～ハ）　5/6 42 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1988年度 夜須高原 人事 人事記録（マ～ワ）　6/6 42 夜須高原次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1992年度 夜須高原 人事 平成４年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1992年度 夜須高原 人事 平成４年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1992年度 夜須高原 運営 平成４年度 第４３回全国植樹祭 4 夜須高原次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1993年度 夜須高原 人事 平成５年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1993年度 夜須高原 人事 平成５年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1994年度 夜須高原 人事 平成６年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1994年度 夜須高原 人事 平成６年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1995年度 夜須高原 人事 平成７年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1995年度 夜須高原 人事 平成７年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1996年度 夜須高原 人事 平成８年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1996年度 夜須高原 人事 平成８年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1996年度 夜須高原 文書・広報 国立夜須高原少年自然の家有価証券取扱主任官之印制定 5 夜須高原次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1997年度 夜須高原 人事 平成９年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1997年度 夜須高原 人事 平成９年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1998年度 夜須高原 人事 平成１０年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1998年度 夜須高原 人事 平成１０年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1998年度 夜須高原 運営 平成１０年度 開所１０周年記念式典 4 夜須高原次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1999年度 夜須高原 人事 平成１１年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

1999年度 夜須高原 人事 平成１１年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2000年度 夜須高原 人事 平成１２年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2000年度 夜須高原 人事 平成１２年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2000年度 夜須高原 国有財産 平成１２年度 用途廃止関係 76 夜須高原次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2000年度 夜須高原 運営 平成１２年度 エクスパンションハウス竣工記念式典 4 夜須高原次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2000年度 夜須高原 工事 平成１２年度 完成図書関係 71 夜須高原次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１０号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１１号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１２号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１３号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１４号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１５号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１６号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１７号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１８号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１９号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第１号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２０号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２１号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２２号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２３号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２４号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２５号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２６号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２７号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２８号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２９号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第２号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄



2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３０号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３１号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３２号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３３号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３４号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３５号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３６号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３７号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３８号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３９号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第３号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４０号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４１号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４２号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４３号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４４号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４５号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４６号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４７号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４８号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第４号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第５号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第６号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第７号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第８号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立少年自然の家規程第９号 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 国立夜須高原少年自然の家運営委員会規則 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 職員宿直規程制定 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 平成１３年度 夜須高原少年自然の家職員就業規則改正 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 夜須高原少年自然の家パートタイマー就業規則制定 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 夜須高原少年自然の家職員就業規則制定 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 運営 夜須高原少年自然の家非常勤職員就業規則制定 11 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 人事 平成１３年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 人事 平成１３年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 国有財産 平成１３年度 承継財産手続関係 76 夜須高原次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 文書・広報
独立行政法人国立少年自然の家国立夜須高原少年自然の家の印
制定

5 夜須高原次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 文書・広報 独立行政法人国立少年自然の家国立夜須高原少年自然の家課長
の印制定

5 夜須高原次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 文書・広報 独立行政法人国立少年自然の家国立夜須高原少年自然の家所長
の印制定

5 夜須高原次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2001年度 夜須高原 工事 平成１３年度 完成図書関係 71 夜須高原次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2002年度 夜須高原 人事 平成１４年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2002年度 夜須高原 人事 平成１４年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2002年度 夜須高原 工事 平成１４年度 完成図書関係 71 夜須高原次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2003年度 夜須高原 人事 平成１５年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2003年度 夜須高原 人事 平成１５年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2003年度 夜須高原 人事 平成１５年度 労使協定書 45 夜須高原次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2003年度 夜須高原 運営 平成１５年度 組織図 41 夜須高原次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2003年度 夜須高原 工事 平成１５年度 完成図書関係 71 夜須高原次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2004年度 夜須高原 人事 平成１６年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2004年度 夜須高原 人事 平成１６年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2004年度 夜須高原 人事 平成１６年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2004年度 夜須高原 運営 平成１６年度 　組織図 41 夜須高原次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2004年度 夜須高原 工事 平成１６年度 　完成図書関係 71 夜須高原次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄



2005年度 夜須高原 人事 平成１７年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2005年度 夜須高原 人事 平成１７年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2005年度 夜須高原 人事 平成１７年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2005年度 夜須高原 運営 平成１７年度 　組織図 41 夜須高原次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫２ 夜須高原次長 廃棄

2005年度 夜須高原 工事 平成１７年度 　完成図書関係 71 夜須高原次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原書庫３ 夜須高原次長 廃棄

2006年度 夜須高原 総務 平成１８年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2006年度 夜須高原 総務 平成１８年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2006年度 夜須高原 総務 平成１８年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2006年度 夜須高原 総務 平成１８年度 　組織図 41 夜須高原次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2006年度 夜須高原 管理（施設） 平成１８年度 　完成図書関係 71 夜須高原次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2007年度 夜須高原 総務 平成１９年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2007年度 夜須高原 総務 平成１９年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2007年度 夜須高原 総務 平成１９年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2007年度 夜須高原 総務 平成１９年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2007年度 夜須高原 総務 平成１９年度 　組織図 41 夜須高原次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2007年度 夜須高原 管理（施設） 平成１９年度 　完成図書関係 71 夜須高原次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 管理（施設） 平成２０年度 　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 管理（施設） 平成２０年度 　消防点検報告書 15 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 管理（施設） 平成２０年度 　防火関係（消防訓練含） 15 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 　教頭選考試験 44 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 　校長選考試験 44 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 　開所２０周年記念式典 4 夜須高原次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 総務 平成２０年度 　組織図 41 夜須高原次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2008年度 夜須高原 管理（施設） 平成２０年度 　完成図書関係 71 夜須高原次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 管理（施設） 平成２１年度 　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 管理（施設） 平成２１年度 　消防点検報告書 15 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 管理（施設） 平成２１年度 　防火関係（消防訓練含） 15 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度 　教頭選考試験 44 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度 　校長選考試験 44 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度 人事異動（職員） 44 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 総務 平成２１年度 　組織図 41 夜須高原次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2009年度 夜須高原 管理（施設） 平成２１年度 　完成図書関係 71 夜須高原次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 総務係 平成２２年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 管理係 平成２２年度 消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 管理係 平成２２年度 消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 総務係 平成２２年度 教頭選考試験 44 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 総務係 平成２２年度 校長選考試験 44 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 総務係 平成２２年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 総務係 平成２２年度 　労使協定書 45 夜須高原次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 総務係 平成２２年度 　組織図 41 夜須高原次長 2011年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 管理係 平成２２年度 ＰＣＢ廃棄物関係 70 夜須高原次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2010年度 夜須高原 管理係 平成２２年度 完成図書関係 71 夜須高原次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度 法人文書ファイル廃棄簿 12 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 管理係 平成２３年度 消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2011年度 夜須高原 管理係 平成２３年度 消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度 人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度 校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度 労使協定書 45 夜須高原次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2011年度 夜須高原 総務係 平成２３年度 組織図 41 夜須高原次長 2012年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 機構会議 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 次長会議 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 施設運営会議 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 九州地区国立青少年教育施設所長会議 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 九州地区国立大学等総務部課長会議 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 業務実績シート 18 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 情報公開関係 19 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 個人情報保護法関係 20 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 人事記録（非常勤職員） 47 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 基準給与簿 49 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 固定資産台帳 80 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 固定資産関係報告書 80 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 棚卸資産管理簿 85 夜須高原次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 法人文書ファイル廃棄簿 12 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 管理係 平成２４年度 消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 事業推進係 新利用団体システム関係 16 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 人事交流に係る覚書 44 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 労使協定書 45 夜須高原次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2012年度 夜須高原 総務係 平成２４年度 組織図 41 夜須高原次長 2013年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 管理係 平成２５年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 管理係 平成２５年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度 法人文書ファイル廃棄簿 12 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 管理係 平成２５年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 管理係 平成２５年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 管理係 平成２５年度　固定資産台帳 76 夜須高原次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 独立行政法人国立青少年教育振興機構
法人文書ファイル管理簿

10 夜須高原次長 2014年4月1日 常用 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係
独立行政法人国立青少年教育振興機構
法人文書分類基準表

10 夜須高原次長 2014年4月1日 常用 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2013年度 夜須高原 総務係 危機管理マニュアル 104 夜須高原次長 2014年4月1日 常用 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2013年度 夜須高原 総務係 平成２５年度　組織図 41 夜須高原次長 2014年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 管理係 平成２６年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 管理係 平成２６年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度 法人文書ファイル廃棄簿 12 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 管理係 平成２６年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 管理係 平成２６年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 管理係 平成２６年度　固定資産台帳 76 夜須高原次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2014年度 夜須高原 総務係 平成２６年度　組織図 41 夜須高原次長 2015年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　子どもゆめ基金関係 106 夜須高原次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　郵便料金表示額記録簿 86 夜須高原次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　支出決議及び支払依頼書 86 夜須高原次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　寄付金関係 86 夜須高原次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　収納報告書 86 夜須高原次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　徴収確認日報 86 夜須高原次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　機構会議・次長会議・他各種会議 55 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　施設運営会議 54 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　施設業務運営員会 44 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　業務実績シート 57 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　叙勲・表彰関係 59 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　業務災害等関係 52 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度 法人文書ファイル廃棄簿 44 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　人事異動（常勤職員） 59 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　人事交流協定にかかる出向契約書 59 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　校長・教頭等選考試験 45 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　労使協定書（他各官署届出書類） 36 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 管理係 平成２７年度　固定資産台帳 76 夜須高原次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2015年度 夜須高原 総務係 平成２７年度　組織図 41 夜須高原次長 2016年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　給与計算 52 夜須高原次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　給与関係（通知等） 52 夜須高原次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　期末・勤勉手当 52 夜須高原次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　昇給・昇格等 52 夜須高原次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　税金関係 52 夜須高原次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　諸手当認定簿等 53 夜須高原次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　子どもゆめ基金関係 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　郵便料金表示額記録簿 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　文書発送簿 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　支出決議及び支払依頼書 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　寄付金関係 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　収納報告書 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　徴収確認日報 86 夜須高原次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度 法人文書ファイル廃棄簿 44 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 管理係 平成２８年度　固定資産台帳 76 夜須高原次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2016年度 夜須高原 総務係 平成２８年度　組織図 41 夜須高原次長 2017年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　夜須高原通学合宿（三並小学校） 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　職員個人調書 57 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　文書処理簿 21 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　職員名簿 54 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　月間行事予定表 106 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　人事異動（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　人事関係（通知等） 54 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　財形関係 62 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　社会保険・雇用保険・その他保険関係 65 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　共済関係 63 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　健康診断 66 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　文科省共済組合保険経理厚生費 64 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　青少年教育施設協議会関係
（九青少・九国青少・福青少・その他）

106 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　照会・回答・通知等 22 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　軽易な文書等 26 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　事件・事故発生記録 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　広報関係・広報ＷＧ 26 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　地元行事関係 106 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　夜須高原音楽祭 106 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　ど～んとかがし祭 106 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　勤務割振表 59 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　旅行報告書 27 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年　出勤簿 59 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　休日の振替・勤務時間変更簿 59 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年　休暇簿（年休・特休・病休） 59 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　予算関係 88 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　決算関係報告書 88 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　照会・回答・通知等関係書 90 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係
平成２９年度　職員宿舎調書関係
　　　　　　　　　住宅事情調査

91 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　旅費・謝金関係 94 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　契約伺 97 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　給食業務委託関係報告書
　　　　　　　　　自販機関係報告書

97 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　業務委託関係点検・報告書 97 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　債主登録依頼書関係 98 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　利用一覧（月報） 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　事前・日帰り利用受付票 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　予約受付票 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　利用団体受付台帳 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　利用団体票 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　調整プログラム 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　礼状 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　利用者アンケート 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　キャンセル綴り 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　夜須高原オータムファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　夜須高原剣道合宿 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　夜須高原ウインターファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　利用承諾伺 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　利用者名簿 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　調査物　回答・照会 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　青少年教育施設合同ボランティア研修　自然体験活
動指導者(NEAL)養成事業

105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　夜須高原通学合宿（飯塚市３校合同） 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　タイ王国高校生招聘交流事業① 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　タイ王国高校生招聘交流事業② 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　タイ王国高校生招聘交流事業③（招聘） 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 平成２９年度　タイ王国高校生招聘交流事業④（アンケート・報告
書）

105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職
公立連携事業
福岡県立少年自然の家「玄海の家」「英彦山青年の家
わくわくキャンプ　わき・合い・愛キャンプ

105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 夜須高原ウィンターファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職
生活自立支援事業
マイチャレンジキャンプ　スマイルライフキャンプ サマーチャレンジ
キャンプ　オータムラーニングキャンプ

105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 施設運営会議 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　採用面接（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　学生サポーター関係 106 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 事業推進係 平成２９年度　ゲストルーム使用一覧 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　作業日報 102 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　清掃業務日誌 102 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　ボイラー日誌・点検表 102 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 企画指導専門職 学生サポーターに関すること 105 夜須高原次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　給与計算 52 夜須高原次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　期末・勤勉手当 52 夜須高原次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　昇給・昇格等 52 夜須高原次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　給与関係（通知等） 52 夜須高原次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　税金関係 52 夜須高原次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　諸手当認定簿等 53 夜須高原次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　子どもゆめ基金関係 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　文書発送簿 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　郵便料金表示額記録簿 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　支出決議及び支払依頼書 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　寄付金関係 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　収納報告書 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　徴収確認日報 86 夜須高原次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　法人文書ファイル廃棄簿 44 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 管理係 平成２９年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2017年度 夜須高原 総務係 平成２９年度　組織図 41 夜須高原次長 2018年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 平成３０年度　夜須高原通学合宿（三並小学校） 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　職員個人調書 57 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　文書処理簿 21 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　職員名簿 54 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　月間行事予定表 106 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　人事異動（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　人事関係（通知等） 54 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　財形関係 62 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　社会保険・雇用保険・その他保険関係 65 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　共済関係 63 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　健康診断 66 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　文科省共済組合保険経理厚生費 64 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　青少年教育施設協議会関係
（九青少・九国青少・福青少・その他）

106 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　照会・回答・通知等 22 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　軽易な文書等 26 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　事件・事故発生記録 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　広報関係・広報ＷＧ 26 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　地元行事関係 106 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　夜須高原音楽祭 106 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　ど～んとかがし祭 106 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　勤務割振表 59 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　旅行報告書 27 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　出勤簿 59 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　休日の振替・勤務時間変更簿 59 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　休暇簿（年休・特休・病休） 59 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　予算関係 88 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　決算関係報告書 88 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　照会・回答・通知等関係書 90 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　旅費・謝金関係 94 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　契約伺 97 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　給食業務委託関係報告書
　　　　　　　　　自販機関係報告書

97 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　業務委託関係点検・報告書 97 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　債主登録依頼書関係 98 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　利用一覧（月報） 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　事前・日帰り利用受付票 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　予約受付票 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　利用団体受付台帳 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　利用団体票 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　調整プログラム 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　礼状 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　利用者アンケート 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　キャンセル綴り 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　夜須高原オータムファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　夜須高原剣道合宿 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　夜須高原ウインターファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　利用承諾伺 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　利用者名簿 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 事業推進係 平成３０年度　調査物　回答・照会 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職
平成３０年度　青少年教育施設合同ボランティア研修
自然体験活動指導者(NEAL)養成事業

105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 平成３０年度　夜須高原通学合宿（飯塚市３校合同） 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 平成３０年度　タイ王国高校生招聘交流事業① 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 平成３０年度　タイ王国高校生招聘交流事業② 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 平成３０年度　タイ王国高校生招聘交流事業③（招聘） 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 平成３０年度　タイ王国高校生招聘交流事業④（アンケート・報告
書）

105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職
公立連携事業
福岡県立少年自然の家「玄海の家」「英彦山青年の家
わくわくキャンプ　わき・合い・愛キャンプ

105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 夜須高原ウィンターファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職
生活自立支援事業
マイチャレンジキャンプ　スマイルライフキャンプ サマーチャレンジ
キャンプ　オータムラーニングキャンプ

105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 施設運営会議 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　採用面接（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　学生サポーター関係 106 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　清掃業務日誌 102 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　ボイラー日誌・点検表 102 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 企画指導専門職 学生サポーターに関すること 105 夜須高原次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　給与計算 52 夜須高原次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　期末・勤勉手当 52 夜須高原次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　昇給・昇格等 52 夜須高原次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　給与関係（通知等） 52 夜須高原次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　税金関係 52 夜須高原次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　諸手当認定簿等 53 夜須高原次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　子どもゆめ基金関係 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　文書発送簿 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　郵便料金表示額記録簿 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　支出決議及び支払依頼書 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　寄付金関係 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　収納報告書 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　徴収確認日報 86 夜須高原次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　法人文書ファイル廃棄簿 44 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 管理係 平成３０年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2018年度 夜須高原 総務係 平成３０年度　組織図 41 夜須高原次長 2019年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 九州地区国立大学法人等職員採用案内 26 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 外部評価関係 24 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　職員派遣・兼業 67 夜須高原次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　研修関係（所内・中央・派遣） 68 夜須高原次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　研修関係（その他） 68 夜須高原次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　検食簿 111 夜須高原次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　自動車運転日誌 33 夜須高原次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 令和元年度　夜須高原通学合宿（三並小学校） 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　職員個人調書 57 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　文書処理簿 21 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　職員名簿 54 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　月間行事予定表 106 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　人事異動（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　人事関係（通知等） 54 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　財形関係 62 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　社会保険・雇用保険・その他保険関係 65 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　共済関係 63 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　健康診断 66 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　文科省共済組合保険経理厚生費 64 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　青少年教育施設協議会関係
（九青少・九国青少・福青少・その他）

106 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　照会・回答・通知等 22 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　軽易な文書等 26 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　事件・事故発生記録 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　広報関係・広報ＷＧ 26 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　地元行事関係 106 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　夜須高原音楽祭 106 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　ど～んとかがし祭 106 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　勤務割振表 59 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　旅行報告書 27 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　出勤簿 59 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　休日の振替・勤務時間変更簿 59 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　休暇簿（年休・特休・病休） 59 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　予算関係 88 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　決算関係報告書 88 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　照会・回答・通知等関係書 90 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　旅費・謝金関係 94 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　契約伺 97 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　給食業務委託関係報告書
　　　　　　　　　自販機関係報告書

97 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　業務委託関係点検・報告書 97 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　債主登録依頼書関係 98 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　利用一覧（月報） 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　事前・日帰り利用受付票 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　予約受付票 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　利用団体受付台帳 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　利用団体票 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　調整プログラム 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　礼状 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　利用者アンケート 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　キャンセル綴り 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　夜須高原オータムファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　夜須高原ウインターファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　利用承諾伺 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　利用者名簿 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 事業推進係 令和元年度　調査物　回答・照会 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職
令和元年度　青少年教育施設合同ボランティア研修
自然体験活動指導者(NEAL)養成事業

105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 令和元年度　夜須高原通学合宿（飯塚市３校合同） 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 令和元年度　タイ王国高校生招聘交流事業① 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 令和元年度　タイ王国高校生招聘交流事業② 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 令和元年度　タイ王国高校生招聘交流事業③（招聘） 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 令和元年度　タイ王国高校生招聘交流事業④（アンケート・報告書） 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職
公立連携事業
福岡県立少年自然の家「玄海の家」「英彦山青年の家
わくわくキャンプ　わき・合い・愛キャンプ

105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 夜須高原ウィンターファミリーキャンプ 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職
生活自立支援事業
マイチャレンジキャンプ　スマイルライフキャンプ サマーチャレンジ
キャンプ　オータムラーニングキャンプ

105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 施設運営会議 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　採用面接（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　学生サポーター関係 106 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　清掃業務日誌 102 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　ボイラー日誌・点検表 102 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 企画指導専門職 学生サポーターに関すること 105 夜須高原次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　給与計算 52 夜須高原次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　期末・勤勉手当 52 夜須高原次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　昇給・昇格等 52 夜須高原次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　給与関係（通知等） 52 夜須高原次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　税金関係 52 夜須高原次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　諸手当認定簿等 53 夜須高原次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　子どもゆめ基金関係 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　文書発送簿 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　郵便料金表示額記録簿 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　支出決議及び支払依頼書 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　寄付金関係 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　収納報告書 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　徴収確認日報 86 夜須高原次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　法人文書ファイル廃棄簿 44 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 管理係 令和元年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2019年度 夜須高原 総務係 令和元年度　組織図 41 夜須高原次長 2020年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　新型コロナウイルス感染症対策 21 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙
夜須高原
事務室

夜須高原
次長

移管

2021年度 夜須高原 総務係 「事業等で撮影した写真・映像等の使用に係る承諾に関するもの」 106 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室
夜須高原
次長

廃棄



2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　事前・日帰り利用受付票 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　予約受付票 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　利用団体受付台帳 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　利用団体票 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　調整プログラム 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　承諾書 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　利用者アンケート 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　キャンセル綴り 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　同意書 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　アレルギー除去食対応記録 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　利用承諾伺 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　利用者名簿 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 事業推進係 令和3年度　調査物　回答・照会 105 夜須高原次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　予算関係 88 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　決算関係報告書 88 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　照会・回答・通知等関係書 90 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　旅費・謝金関係 94 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　契約伺 97 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係
令和3年度　給食業務委託関係報告書
　　　　　　　　　自販機関係報告書

97 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　業務委託関係点検・報告書 97 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　債主登録依頼書関係 98 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　清掃業務日誌 102 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　ボイラー日誌・点検表 102 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　支出決議及び支払依頼書 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　寄付金関係 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　収納報告書 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　徴収確認日報 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　取得・除却固定資産等報告 80 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　不動産貸付関係 82 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　消防用設備等点検結果報告書 15 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 管理係 令和3年度　消防署届出書関係 15 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 九州地区国立大学法人等職員採用案内 26 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 外部評価関係 24 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　職員派遣・兼業 67 夜須高原次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　研修関係（所内・中央・派遣） 68 夜須高原次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　研修関係（その他） 68 夜須高原次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　検食簿 111 夜須高原次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　職員個人調書 57 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　文書処理簿 21 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　職員名簿 54 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　月間行事予定表 106 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　人事異動（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　人事関係（通知等） 54 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　財形関係 62 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　社会保険・雇用保険・その他保険関係 65 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　共済関係 63 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　健康診断 66 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　文科省共済組合保険経理厚生費 64 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　青少年教育施設協議会関係
（九青少・九国青少・福青少・その他）

106 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　照会・回答・通知等 22 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　軽易な文書等 26 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　事件・事故発生記録 105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄



2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　広報関係・広報ＷＧ 26 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　地元行事関係 106 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　夜須高原音楽祭 106 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　ど～んとかがし祭 106 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　勤務割振表 59 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　旅行報告書 27 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　出勤簿 59 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　休日の振替・勤務時間変更簿 59 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　休暇簿（年休・特休・病休） 59 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　採用面接（非常勤職員） 55 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　学生サポーター関係 106 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　給与計算 52 夜須高原次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　期末・勤勉手当 52 夜須高原次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　昇給・昇格等 52 夜須高原次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　給与関係（通知等） 52 夜須高原次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　税金関係 52 夜須高原次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　諸手当認定簿等 53 夜須高原次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　子どもゆめ基金関係 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　文書発送簿 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　郵便料金表示額記録簿 86 夜須高原次長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　業務災害等関係 51 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　叙勲・表彰関係 48 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　業務実績シート 18 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　機構会議・次長会議・他各種会議 18 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　施設運営会議 18 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　施設業務運営員会 18 夜須高原次長 2022年4月1日 10年 2032年4月1日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　就業規則等改正 11 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　人事交流協定にかかる出向契約書 44 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　校長・教頭等選考試験 44 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　労使協定書（他各官署届出書類） 45 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　法人文書ファイル廃棄簿 44 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　人事異動（常勤職員） 44 夜須高原次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 令和3年度　組織図 41 夜須高原次長 2022年4月1日 無期限 未定 電子-共有サーバ 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職

令和3年度　近隣自治体と連携した小学校通学合宿
「夜須高原通学合宿」
①筑前町立　三並小学校
②飯塚市立　内野小・上穂波小・大分小合同

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職 令和３年度
青少年教育に関する関係機関等との連携推進に関するもの

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
法人ボランティアに関すること

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職 令和３年度
社会教育実習に関すること

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職 令和３年度
青少年教育に関する調査及び研究に関するもの

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
県との連携

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度　防災・減災教育事業
ボランティア支援事業
「ボランティア・ユースＥＳＤ応援講座」

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職 令和３年度
教員免許状更新講習

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
生活・自立支援キャンプ
夜須高原スマイルライフキャンプ

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
青少年教育４施設室長等会議

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
共催・後援等名義使用に関すること

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職 令和３年度
夜須高原チャレンジキャンプ

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職 令和３年度
「夜須高原スキーキャンプ」

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
「筑前町立小学校における
里地里山文化体験ＥＳＤ事業」

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職

令和３年度
「体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト」
アート”夢”プロジェクト
「夜須高原こども芸術体験活動まつり初秋・晩秋」

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和三年度
全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 企画指導専門職
令和３年度
～鍛えよう！ほめよう！体験活動プロジェクト～
「ふくおかきっずアドベンチャーキャンプ」

105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

2021年度 夜須高原 総務係 学生サポーターに関すること 105 夜須高原次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 夜須高原事務室 夜須高原次長 廃棄

1976年度 諫早 管理 国立第３少年自然の家研修棟新築工事地質調査 70 諫早次長 1977年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



1977年度 諫早 総務 公印の制定・廃止及び改刻　昭和５２年度～平成１２年度 5 諫早次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1977年度 諫早 総務 人事記録（定員内）　昭和５２～平成元年度 42 諫早次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1977年度 諫早 総務 人事記録（日々雇用）　昭和５２～平成元年度 42 諫早次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1977年度 諫早 総務 任免（定員内）　創設～昭和５６年度 42 諫早次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1977年度 諫早 総務 文部省関係資料　(2) 1 諫早次長 1978年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1979年度 諫早 総務 開所式関係　昭和５４年度 4 諫早次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1979年度 諫早 管理 国立諫早少年自然の家（５４）キャンプ管理棟新営工事地耐力試験 70 諫早次長 1980年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1980年度 諫早 管理 保安林解除　　（昭和５５年度） 2 諫早次長 1981年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1981年度 諫早 総務 機関設置４周年　昭和５６年度 4 諫早次長 1982年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1982年度 諫早 総務 文部省関係資料　(1) 1 諫早次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1982年度 諫早 管理 施設配置（水道）図面関係 71 諫早次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1982年度 諫早 管理 国立少年自然の家第５水源施設工事設計書 71 諫早次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1982年度 諫早 総務 任免（定員内）　昭和５７～６１年度 42 諫早次長 1983年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1983年度 諫早 管理 保安林関係文書　　〔諫早市〕　　（昭和５３～５８年度） 76 諫早次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1983年度 諫早 管理 保安林関係文書　　〔諫早市以外〕　　（昭和５２～５８年度） 76 諫早次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1983年度 諫早 管理 工事関係　永久〔諫早市〕　　（昭和５８年度～） 76 諫早次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1983年度 諫早 管理 給水管施設図 71 諫早次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1983年度 諫早 総務 機関設置６周年　昭和５８年度 4 諫早次長 1984年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1984年度 諫早 管理 図面（昭和５４年度） 71 諫早次長 1985年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1985年度 諫早 管理 職員宿舎図面 71 諫早次長 1986年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1987年度 諫早 総務 任免（定員内）　昭和６２～平成元年度 42 諫早次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1987年度 諫早 総務 機関設置１０周年記念関係　昭和６２年度 4 諫早次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1989年度 諫早 総務 欠員状況・採用状況報告　平成元～７年度 44 諫早次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1990年度 諫早 総務 任免（定員内）　平成２～４年度 42 諫早次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1990年度 諫早 総務 人事記録　平成２年度 42 諫早次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1991年度 諫早 総務 規則改正　平成３～８年度 11 諫早次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1991年度 諫早 管理 諫早少年自然の家（３）野外炊飯棟建築工事完成図　平成３年度 71 諫早次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1991年度 諫早 総務 人事記録　平成３年度 42 諫早次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 総務 人事交流に関する覚書（綴）　平成４～１５年度 44 諫早次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 管理 国有財産台帳付属図面・案内図・配置図 76 諫早次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 管理 国有財産Ａ．例規、通知、通達　Ｂ．監守計画等　Ｃ．増減異動報告
等（平成４年度）

76 諫早次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 管理 図面（平成４年度） 71 諫早次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 管理 工事図面　　（平成２～４年度） 71 諫早次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 管理 工事用図面　　〔平成２～４年度） 71 諫早次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1992年度 諫早 総務 人事記録　平成４年度 42 諫早次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 総務 広域人事交流　平成５～１１年度 44 諫早次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 管理 消防署提出等書類　　（～平成５年度） 76 諫早次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 管理 諫早少年自然の家（４）改修その他工事完成図　平成５年 76 諫早次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 管理 国有財産関係　　（平成５年度） 76 諫早次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 管理 国有財産Ａ．例規、通知、通達　Ｂ．監守計画等　Ｃ．増減異動報告
等（平成５年度）

76 諫早次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 総務 任免　平成５～７年度 42 諫早次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1993年度 諫早 総務 人事記録　平成５年度 42 諫早次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1994年度 諫早 管理
施設、設備Ｄ．消防用設備等報告綴　Ｅ．クラフト棟　他　　（平成６
年度）

76 諫早次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1994年度 諫早 管理 消防署提出等書類　平成６年度 76 諫早次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1994年度 諫早 管理 庁舎等管理簿 76 諫早次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1994年度 諫早 総務 人事記録　平成６年度 42 諫早次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 総務 級別定数　平成７～１２年度 44 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 総務 級別定数　平成７～１０年度 44 諫早次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 総務 道路改良事業計画 15 諫早次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 管理 国立少年自然の家地質調査業務 76 諫早次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 管理
債権Ａ．例規、通知、通達　Ｂ．物件使用料債権　Ｃ．その他債権全
般　　（平成７年度）

73 諫早次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 総務 人事交流（県） 44 諫早次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



1995年度 諫早 総務 任免（定員内）　平成７～１２年度 42 諫早次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1995年度 諫早 総務 人事記録　平成７年度 42 諫早次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規則・諸規定の制定改廃　平成８～１２年度 11 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 管理 国立少年自然の家さく井設備工事報告書　平成８年１１月 76 諫早次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 管理 国立少年自然の家給水管等設備工事 76 諫早次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 管理 施工計画書　工事名　国立諫早少年自然の家給水管設備工事 72 諫早次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 管理 「無料宿舎関係」「市町村交付金」 76 諫早次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 管理 給水管等設備工事　附属書類綴 71 諫早次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 管理
国立少年自然の家給水管等設備工事完成図　施工者　Ｙ設備工業
株式会社

71 諫早次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1996年度 諫早 総務 人事記録　平成８年度 42 諫早次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1997年度 諫早 総務 欠員状況・採用状況報告　平成９～１２年度 44 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1997年度 諫早 管理 井戸掘削関係資料 76 諫早次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1997年度 諫早 管理 施設台帳　平成９年度迄使用 76 諫早次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1997年度 諫早 管理 施設図面 71 諫早次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1997年度 諫早 総務 人事記録　平成９年度 42 諫早次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1998年度 諫早 管理 自然環境体験学習館　敷地調査業務 76 諫早次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1998年度 諫早 管理 キャンプ管理等改修工事　（平成１０年度） 76 諫早次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1998年度 諫早 総務 人事記録　平成１０年度 42 諫早次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1998年度 諫早 総務 記念式典・行事関係　開所２０周年記念　平成１０年度 4 諫早次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1999年度 諫早 管理 自然環境体験学習棟　建物新営設備及び資料展示関係 76 諫早次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

1999年度 諫早 総務 人事記録　平成１１年度 42 諫早次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

1999年度 諫早 総務 記念式典・行事関係　自然環境学習館開館式　平成１１年度 4 諫早次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 保安林　野外活動 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 消防設備設置届関係　（平成１２年度浴室改修に係る設備増） 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 （耐震診断報告書、現地調査報告書）那の津寿建設研究所 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 諫早少年自然の家（１２予）機械改修工事　積算資料×２冊 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 諫早少年自然の家（１２予）電気改修工事　積算資料 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 国有財産総括表・不動産鑑定評価書・物品管理簿（写） 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 管理 国有財産出資（引継）処理関係 76 諫早次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2000年度 諫早 総務 人事記録　平成１２年度 42 諫早次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 管理 土地 76 諫早次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 管理 国有財産台帳（写） 76 諫早次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 管理 国有財産台帳（写）最終版 76 諫早次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規則・諸規定の制定改廃　平成１３年度 11 諫早次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 独立行政法人国立少年自然の家規則（全般）　平成１３年度 11 諫早次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 内部規定改正等（平成１３年度） 11 諫早次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 公印の制定・廃止及び改刻　平成１３～１６年度 5 諫早次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 任免手続（常勤）　平成１３～１５年度 42 諫早次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 管理
国立諫早少年自然の家　宿泊棟改修その他設計業務　（平成１３年
度）

70 諫早次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 人事記録　平成１３年度 42 諫早次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2001年度 諫早 総務 定員関係　平成１３年度 41 諫早次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規程等の制定改廃　平成１４年度 11 諫早次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 管理 基幹整備（給水）工事 70 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 管理 基幹整備（給水）工事（その２） 70 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 管理 基幹整備（給水）工事監理委託 70 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 管理 基幹整備（給水）工事設計業務 70 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 管理 基幹整備（給水）工事設計業務（その２） 70 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 管理 野外炊飯場棟照明設備工事 70 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2002年度 諫早 総務 人事記録　平成１４年度 42 諫早次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2003年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規程等の制定改廃　平成１５年度 11 諫早次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2003年度 諫早 総務 人事記録　平成１５年度 42 諫早次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2004年度 諫早 総務
九州地区国立大学法人等職員人事交流協定に基づく出向契約書
平成１６年度

44 諫早次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2004年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規程等の制定改廃　平成１６年度 11 諫早次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2004年度 諫早 管理 ドライシステム化等改修工事関係　（平成１６年度） 70 諫早次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2004年度 諫早 総務 人事記録　平成１６年度 42 諫早次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2004年度 諫早 総務 任免手続（常勤）　平成１６年度 42 諫早次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2006年度 諫早 総務 九州地区国立大学法人等職員人事交流協定に基づく出向契約書
平成18年度

44 諫早次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2006年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規程等の制定改廃　平成18年度 11 諫早次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2006年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成18年度 42 諫早次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2006年度 諫早 総務 公印の制定・廃止及び改刻　平成18年度 5 諫早次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2006年度 諫早 総務 人事記録　平成18年度 42 諫早次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2006年度 諫早 総務 任免手続（常勤）　平成18年度 42 諫早次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2007年度 諫早 総務
九州地区国立大学法人等職員人事交流協定に基づく出向契約書
平成19年度

44 諫早次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2007年度 諫早 総務 国立諌早少年自然の家規程等の制定改廃　平成19年度 11 諫早次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2007年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成19年度 42 諫早次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2007年度 諫早 総務 公印の制定・廃止及び改刻　平成19年度 5 諫早次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2007年度 諫早 総務 人事記録　平成19年度 42 諫早次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2007年度 諫早 総務 任免手続（常勤）　平成19年度 42 諫早次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2008年度 諫早 総務 九州地区国立大学法人等職員人事交流協定に基づく出向契約書
平成20年度

44 諫早次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2008年度 諫早 総務 国立諌早青少年自然の家規程等の制定改廃　平成20年度 11 諫早次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2008年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成20年度 42 諫早次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2008年度 諫早 総務 公印の制定・廃止及び改刻　平成20年度 5 諫早次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2008年度 諫早 総務 人事記録　平成20年度 42 諫早次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2008年度 諫早 総務 任免手続（常勤）　平成20年度 42 諫早次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2009年度 諫早 総務 九州地区国立大学法人等職員人事交流協定に基づく出向契約書
平成21年度

44 諫早次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2009年度 諫早 総務 国立諌早青少年自然の家規程等の制定改廃　平成21年度 11 諫早次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2009年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成21年度 42 諫早次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2009年度 諫早 総務 公印の制定・廃止及び改刻　平成21年度 5 諫早次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2009年度 諫早 総務 人事記録　平成21年度 42 諫早次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2009年度 諫早 総務 任免手続（常勤）　平成21年度 42 諫早次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2010年度 諫早 総務 国立諌早青少年自然の家規程等の制定改廃　平成22年度 11 諫早次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2010年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成22年度 42 諫早次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2010年度 諫早 総務 人事記録　平成22年度 42 諫早次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2010年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成22年度 42 諫早次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2010年度 諫早 総務 任免　平成22年度 42 諫早次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2011年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成23年度 42 諫早次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2011年度 諫早 総務 人事記録　平成23年度 42 諫早次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2011年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成23年度 42 諫早次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2011年度 諫早 総務 任免　平成23年度 42 諫早次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 管理 本部（固定資産）平成２４年度 80 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成２４年度） 80 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成２４年度） 82 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成24年度 47 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 業務実績シート　平成24年度 18 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成24年度 18 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成24年度 48 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 昇格・切替　平成24年度 49 諫早次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成24年度 42 諫早次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 人事記録　平成24年度 42 諫早次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成24年度 42 諫早次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2012年度 諫早 総務 任免　平成24年度 42 諫早次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成25年度） 80 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成25年度） 82 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成25年度 47 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2013年度 諫早 総務 業務実績シート　平成25年度 18 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成25年度 18 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成25年度 48 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 昇格・切替　平成25年度 49 諫早次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 規程の改廃　平成24～25年度 11 諫早次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成25年度 10 諫早次長 2014年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成25年度 42 諫早次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成25年度 42 諫早次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 任免　平成25年度 42 諫早次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2013年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成24～25年度 42 諫早次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成26年度） 80 諫早次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成26年度） 82 諫早次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成26年度 47 諫早次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 業務実績シート　平成26年度 18 諫早次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成26年度 18 諫早次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成26年度 48 諫早次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 規程の改廃　平成26年度 11 諫早次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成26年度 10 諫早次長 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成26年度 42 諫早次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成26年度 42 諫早次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 任免　平成26年度 42 諫早次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2014年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成26年度 42 諫早次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 管理 支払依頼書（平成27年度） 86 諫早次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（平成27年度） 86 諫早次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 管理 確定報告書・収納報告書（平成27年度） 86 諫早次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　平成27年度 86 諫早次長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成27年度） 80 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成27年度） 82 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成27年度 47 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 業務実績シート　平成27年度 18 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成27年度 18 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成27年度 48 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 マイナンバー制度　平成27年度 20 諫早次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 規程の改廃　平成27年度 11 諫早次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成27年度 10 諫早次長 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成27年度 42 諫早次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成27年度 42 諫早次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 任免　平成27年度 42 諫早次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2015年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成27年度 42 諫早次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 期末手当・勤勉手当　平成28年度 52 諫早次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 通勤手当　平成28年度 53 諫早次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 住居手当　平成28年度 53 諫早次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 扶養手当　平成28年度 53 諫早次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 基準給与簿　平成28年度 52 諫早次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 昇格・切替・特別昇給　平成28年度 52 諫早次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　平成28年度 86 諫早次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（平成28年度） 86 諫早次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 管理 確定報告書・収納報告書（平成28年度） 86 諫早次長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成28年度 47 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 業務実績シート　平成28年度 18 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成28年度 18 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成28年度 48 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2016年度 諫早 総務 マイナンバー制度　平成28年度 20 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成28年度） 80 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成28年度） 82 諫早次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 規程の改廃　平成28年度 11 諫早次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成28年度 10 諫早次長 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成28年度 42 諫早次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成28年度 42 諫早次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 任免　平成28年度 42 諫早次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2016年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成28年度 42 諫早次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 運営会議　平成29年度 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 休暇簿　平成29年 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 勤務時間割振表　平成29年度 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 勤務時間報告書　平成29年度 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 割振変更簿　平成29年度 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 出勤簿　平成29年度 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 時間外勤務書　平成29年度 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 時間外勤務集計簿　平成29年度 59 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 職務命令（自動車運転）　平成29年度 60 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 労働保険　平成29年度 65 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 社会保険　平成29年度 65 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 共済組合　平成29年度 63 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 共済組合保険事業　平成29年度 63 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 安全運転管理者　平成29年度 60 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 健康診断　平成29年度 66 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 照会（機構関係）　平成29年度 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 照会（外部機関）　平成29年度 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 講師派遣　平成29年度 60 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 会議　平成29年度 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 通知　平成29年度 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 賠償責任保険　平成29年度 30 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 研修成果報告書　平成29年度 28 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 安全管理チェックシート　平成29年度 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 平成29年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 108 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 学生サポーター制度　平成29年度 109 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 警備日誌（平成29年度） 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 ボイラー整備日誌（平成29年度） 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 メール・IPアドレス等パソコン関係（平成29年度） 29 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 運転日誌（平成29年度） 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 消防設備法定点検（平成29年度） 101 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 清掃作業日誌（平成29年度） 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 宿舎（平成29年度） 91 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 消防避難訓練（平成29年度） 101 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 消防用設備等点検結果報告書（平成29年度） 101 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 浄化槽点検記録表（平成29年度） 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 水道点検報告書（平成29年度） 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 本部（回答）（平成29年度） 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 本部（通知）（平成29年度） 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 予算関係（平成29年度） 88 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 債主登録（平成29年度） 98 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 前渡資金関係（平成29年度） 93 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 寄附金関係（平成29年度） 98 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 入札関係（平成29年度） 97 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2017年度 諫早 管理 請書（平成29年度） 97 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 旅費・謝金支出決議書（平成29年度） 94 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 食堂支払料金徴収確認日報（平成29年度） 96 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 契約決議書（平成29年度） 97 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 給食業務（平成29年度） 97 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理
平成29年度長崎・地域ぐるみで体験の風をおこそう推進事業（支払
関係書類）

108 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度事前打合せ・下見受付表 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度学校利用希望調査 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度キャンセル団体 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用申込書 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度団体のしおり 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度日報 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用団体カード 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用団体アンケート 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度宿泊室割振表 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用承諾伺・利用承諾書 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度調整プログラム 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用統計関係 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度保健室利用者記録 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度環境作業日誌 102 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度通知・照会文書 22 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度事業等の保険について 30 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用促進・懸案事項 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度講師等宿泊室使用（使用料免除）申請書 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度取材依頼 26 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用申込書（ブース出展） 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 事業推進 平成29年度利用申込書（大型スポーツ団体） 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「中１ギャップに対応したプログラム開発事業」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「生活・自立支援キャンプⅠ」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「生活・自立支援キャンプⅡ」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「公立青少年教育施設とのプログラム共同開
発事業」

105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「タラッキーキャンプ（春編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「タラッキーキャンプ（木育編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「タラッキーキャンプ（秋編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「タラッキーキャンプ（ジオ編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「タラッキーキャンプ（防災編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「アドベンチャーキャンプ」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ファミリーキャンプ（パティシエ編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ファミリーキャンプ（キャンプ編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ファミリーキャンプ（クリスマス編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ファミリーキャンプ（冬編）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「自然の家通学キャンプ」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「仲間とつながる力をつけるキャンプ」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ドリーム教室・ソフトボール編」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ドリーム教室・ラグビー編」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ドリーム教室・陸上編」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「みんなで山をさるこう会」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ＮＥＡＬインストラクター養成事業」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「自然体験活動ボランティア養成研修」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「ボランティア自主企画事業」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度教育事業「プロジェクトアドベンチャー研修会」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度文部科学省委託事業「日独勤労青年交流事業」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度地域ぐるみ「子ども体験活動フェスティバル」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度地域ぐるみ「ドッジボール大会」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度地域ぐるみ「バスケットボール大会（男子・女子）」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度「諫早・雲仙カップ中学校バスケットボール大会」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度「長崎大学教育学部野外宿泊学習リーダー研修」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度「教科等に関連付けた体験活動プログラム開発事業」 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度　法人ボランティア関係 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度　調整プログラム① 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度　調整プログラム② 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度　活動計画書 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度　活動エリア安全点検 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 企画指導専門職 平成29年度　行方不明者捜索訓練 105 諫早次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 期末手当・勤勉手当　平成29年度 52 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 通勤手当　平成29年度 53 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 住居手当　平成29年度 53 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 扶養手当　平成29年度 53 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 基準給与簿　平成29年度 52 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 昇格・切替・特別昇給　平成29年度 52 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 広域異動手当　平成29年度 53 諫早次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　平成29年度 86 諫早次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（平成29年度） 86 諫早次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 収納報告書（平成29年度） 86 諫早次長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成29年度 47 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 業務実績シート　平成29年度 18 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成29年度 18 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成29年度 48 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 マイナンバー制度　平成29年度 20 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成29年度） 80 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成29年度） 82 諫早次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 規程の改廃　平成29年度 11 諫早次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成29年度 10 諫早次長 2018年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成29年度 42 諫早次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成29年度 42 諫早次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 任免　平成29年度 42 諫早次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2017年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成29年度 42 諫早次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 運営会議　平成30年度 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 休暇簿　平成30年 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 勤務時間割振表　平成30年度 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 勤務時間報告書　平成30年度 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 割振変更簿　平成30年度 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 出勤簿　平成30年度 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 時間外勤務書　平成30年度 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 時間外勤務集計簿　平成30年度 59 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 職務命令（自動車運転）　平成30年度 60 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 労働保険　平成30年度 65 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 社会保険　平成30年度 65 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 共済組合　平成30年度 63 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 共済組合保険事業　平成30年度 63 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 安全運転管理者　平成30年度 60 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 健康診断　平成30年度 66 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 照会（機構関係）　平成30年度 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2018年度 諫早 総務 照会（外部機関）　平成30年度 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 講師派遣　平成30年度 60 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 会議　平成30年度 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 通知　平成30年度 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 賠償責任保険　平成30年度 30 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 研修成果報告書　平成30年度 28 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 安全管理チェックシート　平成30年度 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 平成30年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 108 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 学生サポーター制度　平成30年度 109 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 中期目標・中期計画　/　年度計画 18 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 警備日誌（平成30年度） 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 ボイラー整備日誌（平成30年度） 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 メール・IPアドレス等パソコン関係（平成30年度） 29 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 運転日誌（平成30年度） 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 消防設備法定点検（平成30年度） 101 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 清掃作業日誌（平成30年度） 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 宿舎（平成30年度） 91 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 消防避難訓練（平成30年度） 101 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 消防用設備等点検結果報告書（平成30年度） 101 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 浄化槽点検記録表（平成30年度） 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 水道点検報告書（平成30年度） 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 本部（回答）（平成30年度） 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 本部（通知）（平成30年度） 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 予算関係（平成30年度） 88 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 債主登録（平成30年度） 98 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 前渡資金関係（平成30年度） 93 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 寄附金関係（平成30年度） 98 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 入札関係（平成30年度） 97 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 請書（平成30年度） 97 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 旅費・謝金支出決議書（平成30年度） 94 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 食堂支払料金徴収確認日報（平成30年度） 96 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 契約決議書（平成30年度） 97 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 給食業務（平成30年度） 97 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 平成30年度長崎・地域ぐるみで体験の風をおこそう推進事業（支払
関係書類）

108 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度事前打合せ・下見受付表 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度学校利用希望調査 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度キャンセル団体 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用申込書 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度団体のしおり 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度日報 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用団体カード 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用団体アンケート 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度宿泊室割振表 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用承諾伺・利用承諾書 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度調整プログラム 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用統計関係 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度保健室利用者記録 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度環境作業日誌 102 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度通知・照会文書 22 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度事業等の保険について 30 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用促進・懸案事項 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度講師等宿泊室使用（使用料免除）申請書 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2018年度 諫早 事業推進 平成30年度取材依頼 26 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用申込書（ブース出展） 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 事業推進 平成30年度利用申込書（大型スポーツ団体） 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「中１ギャップに対応したプログラム開発事業」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「教科等に関連付けた体験活動プログラム開
発事業」

105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「タラッキーキャンプ（春編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「タラッキーキャンプ（木育編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「タラッキーキャンプ（秋編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「タラッキーキャンプ（ジオ編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「タラッキーキャンプ（防災編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「アドベンチャーキャンプ」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「イングリッシュキャンプ」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ファミリーキャンプ（パティシエ編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ファミリーキャンプ（カヌー編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ファミリーキャンプ（探検編）」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「仲間とつながる力をつけるキャンプ」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「レベルアップ　ソフトボール教室」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「バスケットボール　フェスティバル」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ドッジボール　フェスティバル」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「みんなで山をさるこう会」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ＮＥＡＬインストラクター養成事業」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「自然体験活動ボランティア養成研修」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「ボランティア自主企画事業」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度教育事業「グループづくりに役立つプログラム研修会」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度地域ぐるみ「子ども体験活動フェスティバル」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度地域ぐるみ「自然の家通学キャンプ」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度「長崎大学教育学部野外宿泊学習リーダー研修」 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度　法人ボランティア関係 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度　調整プログラム① 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度　調整プログラム② 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度　活動計画書 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度　活動エリア安全点検 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 企画指導専門職 平成30年度　行方不明者捜索訓練 105 諫早次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 期末手当・勤勉手当　平成30年度 52 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 通勤手当　平成30年度 53 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 住居手当　平成30年度 53 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 扶養手当　平成30年度 53 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 基準給与簿　平成30年度 52 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 昇格・切替・特別昇給　平成30年度 52 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 広域異動手当　平成30年度 53 諫早次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　平成30年度 86 諫早次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（平成30年度） 86 諫早次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 収納報告書（平成30年度） 86 諫早次長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成30年度 47 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 業務実績シート　平成30年度 18 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成30年度 18 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成30年度 48 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 マイナンバー制度　平成30年度 20 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成30年度） 80 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成30年度） 82 諫早次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2018年度 諫早 総務 規程の改廃　平成30年度 11 諫早次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成30年度 10 諫早次長 2019年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成30年度 42 諫早次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成30年度 42 諫早次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 任免　平成30年度 42 諫早次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2018年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成30年度 42 諫早次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 花いっぱい運動（平成31年度） 99 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 安全管理チェックシート　平成31年度 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 警備日誌（平成31年度） 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 ボイラー整備日誌（平成31年度） 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 メール・IPアドレス等パソコン関係（平成31年度） 29 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 運転日誌（平成31年度） 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 消防設備法定点検（平成31年度） 101 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 清掃作業日誌（平成31年度） 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 宿舎（平成31年度） 91 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 消防避難訓練（平成31年度） 101 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 消防用設備等点検結果報告書（平成31年度） 101 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 浄化槽点検記録表（平成31年度） 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 水道点検報告書（平成31年度） 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 本部（回答）（平成31年度） 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 本部（通知）（平成31年度） 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 予算関係（平成31年度） 88 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 債主登録（平成31年度） 98 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 前渡資金関係（平成31年度） 93 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 寄附金関係（平成31年度） 98 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 入札関係（平成31年度） 97 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 給食業務企画競争（平成31年度） 97 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 請書（平成31年度） 97 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 旅費・謝金支出決議書（平成31年度） 94 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 食堂支払料金徴収確認日報（平成31年度） 96 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 契約決議書（平成31年度） 97 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 給食業務（平成31年度） 97 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 平成31年度長崎・地域ぐるみで体験の風をおこそう推進事業（支払
関係書類）

108 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（平成31年度） 86 諫早次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 収納報告書（平成31年度） 86 諫早次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 固定資産台帳（平成31年度） 80 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 管理 不動産貸付関係（平成31年度） 82 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業アドベンテャー教育の手法を基盤とした「中１
ギャップ対応プログラム開発事業」

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職
平成31年度地域力向上事業　教科等に関連付けた活動プログラム
推進（中学校）

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度教育事業「生活・自立支援キャンプ」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度普及・啓発事業　タラッキーキャンプ（初夏編）　１弾、２
弾

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業「木育キャンプ」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度普及・啓発事業「タラッキーキャンプ（秋編）」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業　ジオキャンプ 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業「防災キャンプ」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度ボランティア自主企画事業「ながさき多良山系アドベン
チャーキャンプ2019」

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度諫早市教育委員会委託事業　イングリッシュキャンプ 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業「ファミリーキャンプ（初夏編）」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業「レベルアップ　ソフトボール教室」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度普及啓発事業　バスケットボール　フェスタ　ダイヤモン
ドカップ

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職
令和元年度教育事業「諫早自然の家杯小学生ドッジボール大会
2020」

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元度教育事業「みんなで山をさるこう会」①～⑧ 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業　自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー養成
研修）

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業　自然体験活動ボランティア養成研修兼自然
体験活動指導者養成研修

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職
令和元年度教育事業　ボランティア自主企画事業　タラッキーキャン
プ（青年編）

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業　グループづくりに役立つプログラム研修会
（体験編）

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職
令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう運動」推進事業子ど
も体験活動フェスティバル2019in長崎

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度地域ぐるみ教育事業　自然の家通学キャンプ 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度　ボランティア関係 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度　調整プログラム① 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度　調整プログラム② 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度　調整プログラム③ 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度　活動計画書 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 平成31年度　行方不明者捜索訓練 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度　特別研修支援事業　大牟田市昭和教室「諫早宿泊体
験活動」

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職
令和元年度教育事業　グループづくりに役立つプログラム研修会
（フォローアップ編）

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度教育事業　グループづくりに役立つプログラム研修会
（ステップアップ編）

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう運動」推進事業　子ど
もゆめ基金募集説明会～長崎会場、佐賀会場～

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 企画指導専門職 令和元年度　大牟田市小学校宿泊体験学習事前研修 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度レストラン運営委員会 111 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度検食報告書 111 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度宿泊証明 34 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度事前打合せ・下見受付表 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度学校利用希望調査 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度キャンセル団体 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用申込書 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度団体のしおり 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度日報 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用団体カード 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用団体アンケート 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度宿泊室割振表 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用承諾伺・利用承諾書 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度調整プログラム 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用統計関係 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度保健室利用者記録 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度環境作業日誌 102 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度通知・照会文書 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度事業等の保険について 30 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用促進・懸案事項 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度講師等宿泊室使用（使用料免除）申請書 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 令和元年度減少分析・四半期報告 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 事前打ち合わせ・下見用団体カード
※とび込み日帰り含む

105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 事業推進 平成31年度利用申込書（大型スポーツ団体） 105 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 兼業　平成31年度 67 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 研修　平成31年度 68 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 各種証明　平成31年度 34 諫早次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 運営会議　平成31年度 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 休暇簿　平成31年 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 勤務時間割振表　平成31年度 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 勤務時間報告書　平成31年度 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 割振変更簿　平成31年度 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 出勤簿　平成31年度 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 時間外勤務書　平成31年度 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2019年度 諫早 総務 時間外勤務集計簿　平成31年度 59 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 職務命令（自動車運転）　平成31年度 60 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 労働保険　平成31年度 65 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 社会保険　平成31年度 65 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 共済組合　平成31年度 63 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 共済組合保険事業　平成31年度 63 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 安全運転管理者　平成31年度 60 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 健康診断　平成31年度 66 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 照会（機構関係）　平成31年度 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 照会（外部機関）　平成31年度 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 講師派遣　平成31年度 60 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 会議　平成31年度 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 通知　平成31年度 22 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 賠償責任保険　平成31年度 30 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 研修成果報告書　平成31年度 28 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 平成31年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 108 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 学生サポーター制度　平成31年度 109 諫早次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 中期目標・中期計画　/　年度計画 18 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 期末手当・勤勉手当　平成31年度 52 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 通勤手当　平成31年度 53 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 住居手当　平成31年度 53 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 扶養手当　平成31年度 53 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 基準給与簿　平成31年度 52 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 昇格・切替・特別昇給　平成31年度 52 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 広域異動手当　平成31年度 53 諫早次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　平成31年度 86 諫早次長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 任免（非常勤）　平成31年度 47 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 業務実績シート　平成31年度 18 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　平成31年度 18 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　平成31年度 48 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 マイナンバー制度　平成31年度 20 諫早次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 規程の改廃　平成31年度 11 諫早次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　平成31年度 10 諫早次長 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　平成31年度 42 諫早次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 人事関係ファイル　平成31年度 42 諫早次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 任免　平成31年度 42 諫早次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2019年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　平成31年度 42 諫早次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 花いっぱい運動（令和2年度） 99 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 安全管理チェックシート　令和2年度 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 警備日誌（令和2年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 ボイラー整備日誌（令和2年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 メール・IPアドレス等パソコン関係（令和2年度） 29 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 運転日誌（令和2年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 消防設備法定点検（令和2年度） 101 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 清掃作業日誌（令和2年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 宿舎（令和2年度） 91 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 消防避難訓練（令和2年度） 101 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 消防用設備等点検結果報告書（令和2年度） 101 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 浄化槽点検記録表（令和2年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 水道点検報告書（令和2年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 本部（回答）（令和2年度） 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 本部（通知）（令和2年度） 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2020年度 諫早 管理 予算関係（令和2年度） 88 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 債主登録（令和2年度） 98 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 前渡資金関係（令和2年度） 93 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 寄附金関係（令和2年度） 98 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 入札関係（令和2年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 請書（令和2年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 旅費・謝金支出決議書（令和2年度） 94 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 食堂支払料金徴収確認日報（令和2年度） 96 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 契約決議書（令和2年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 給食業務（令和2年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理
令和2年度長崎・地域ぐるみで体験の風をおこそう推進事業（支払関
係書類）

108 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（令和2年度） 86 諫早次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 収納報告書（令和2年度） 86 諫早次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 固定資産台帳（令和2年度） 80 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 管理 不動産貸付関係（令和2年度） 82 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度教育事業アドベンテャー教育の手法を基盤とした「中１
ギャップ対応プログラム開発事業」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　「地域の教育的課題に対応するプログラム」推進事業
シャワークライミングキャンプ

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　貧困対策事業 生活・自立支援キャンプ  わくわくチャレ
ンジキャンプ （第１回～第３回）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職
令和2年度　貧困対策事業 生活・自立支援キャンプ事業計画書・報
告書  わくわくチャレンジキャンプ（佐賀）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度普及・啓発事業「タラッキーキャンプ（夏編）」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2度教育事業「木育キャンプ」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度普及・啓発事業「タラッキーキャンプ（秋編）」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　教育事業  アドベンチャーキャンプ2020 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　特別研修支援  出張！諫早青少年自然の家!! 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 照会・照合・簡易決裁等 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　特別研修支援事業　全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」（会議資料・研修資料）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度諫早市教育委員会委託事業　イングリッシュキャンプ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　特別研修支援事業　全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム in 諫早」（長崎南山高校）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度教育事業「レベルアップ　ソフトボール教室」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度普及啓発事業　バスケットボール　フェスタ　ダイヤモンド
カップ

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度教育事業「諫早自然の家杯小学生ドッジボール大会
2020」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2度教育事業「みんなで山をさるこう会」①～⑧ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度度「自然体験活動ボランティア養成研修　兼　自然体験
活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成研修」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度度　「教育事業内容の変更について（報告）」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職
令和2年度　教育事業 グループをチームに育てるプログラム研修会
（体験編）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう運動」推進事業　セレ
クト親子キャンプ

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度地域ぐるみ教育事業　自然の家通学キャンプ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　ボランティア関係 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　調整プログラム① 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　調整プログラム② 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　調整プログラム③ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　活動計画書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　行方不明者捜索訓練 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　特別研修支援  新型コロナウイルス感染防止対策を踏
まえた施設利用者説明会

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう運動」推進事業　子ど
もゆめ基金募集説明会～長崎会場、佐賀会場～

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 企画指導専門職 令和2年度　大牟田市小学校宿泊体験学習事前研修 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度レストラン運営委員会 111 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度検食報告書 111 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度事前打合せ・下見受付表 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度学校利用希望調査 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度キャンセル団体 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄



2020年度 諫早 事業推進 令和2年度利用申込書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度団体のしおり 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度日報 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度利用団体カード 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度利用団体アンケート 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度宿泊室割振表 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度利用承諾伺・利用承諾書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度調整プログラム 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度利用統計関係 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度傷病記録 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度環境作業日誌 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度通知・照会文書 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度事業等の保険について 30 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度利用促進・懸案事項 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度講師等宿泊室使用（使用料免除）申請書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度減少分析・四半期報告 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 事前打ち合わせ・下見用団体カード
※とび込み日帰り含む

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度大型スポーツ団体 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 事業推進 令和2年度新型コロナウイルスガイドライン 21 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 移管

2020年度 諫早 総務 兼業　令和2年度 67 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 研修　令和2年度 68 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 各種証明　令和2年度 34 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 運営会議　令和2年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 休暇簿　令和2年 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 勤務時間割振表　令和2年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 勤務時間報告書　令和2年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 割振変更簿　令和2年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 出勤簿　令和2年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 時間外勤務書　令和2年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 時間外勤務集計簿　令和2年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 職務命令（自動車運転）　令和2年度 60 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 労働保険　令和2年度 65 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 社会保険　令和2年度 65 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 共済組合　令和2年度 63 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 共済組合保険事業　令和2年度 63 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 安全運転管理者　令和2年度 60 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 健康診断　令和2年度 66 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 照会（機構関係）　令和2年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 照会（外部機関）　令和2年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 講師派遣　令和2年度 60 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 会議　令和2年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 通知　令和2年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 賠償責任保険　令和2年度 30 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 研修成果報告書　令和2年度 28 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 令和2年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 108 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 学生サポーター制度　令和2年度 109 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 中期目標・中期計画　/　年度計画 18 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 期末手当・勤勉手当　令和2年度 52 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 通勤手当　令和2年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 住居手当　令和2年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 扶養手当　令和2年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 基準給与簿　令和2年度 52 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2020年度 諫早 総務 昇格・切替・特別昇給　令和2年度 52 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 広域異動手当　令和2年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　令和2年度 86 諫早次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 任免（非常勤）　令和2年度 47 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 業務実績シート　令和2年度 18 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　令和2年度 18 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　令和2年度 48 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 マイナンバー制度　令和2年度 20 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 規程の改廃　令和2年度 11 諫早次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　令和2年度 10 諫早次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　令和2年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 人事関係ファイル　令和2年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 任免　令和2年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2020年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　令和2年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 花いっぱい運動（令和3年度） 99 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 安全管理チェックシート　令和3年度 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 警備日誌（令和3年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 ボイラー整備日誌（令和3年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 メール・IPアドレス等パソコン関係（令和3年度） 29 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 運転日誌（令和3年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 消防設備法定点検（令和3年度） 101 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 清掃作業日誌（令和3年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 宿舎（令和3年度） 91 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 消防避難訓練（令和3年度） 101 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 消防用設備等点検結果報告書（令和3年度） 101 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 浄化槽点検記録表（令和3年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 水道点検報告書（令和3年度） 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 本部（回答）（令和3年度） 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 本部（通知）（令和3年度） 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 予算関係（令和3年度） 88 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 債主登録（令和3年度） 98 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 前渡資金関係（令和3年度） 93 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 寄附金関係（令和3年度） 98 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 入札関係（令和3年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 請書（令和3年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 旅費・謝金支出決議書（令和3年度） 94 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 食堂支払料金徴収確認日報（令和3年度） 96 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 契約決議書（令和3年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 給食業務（令和3年度） 97 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 令和3年度長崎・地域ぐるみで体験の風をおこそう推進事業（支払関
係書類）

108 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 レストラン出納計算書・損益計算書（令和3年度） 86 諫早次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 収納報告書（令和3年度） 86 諫早次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 固定資産台帳（令和3年度） 80 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 管理 不動産貸付関係（令和3年度） 82 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　「地域の教育的課題に対応するプログラム」推進事業
シャワークライミングキャンプ

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　貧困対策事業 生活・自立支援キャンプ  わくわくチャレ
ンジキャンプ （第１回～第３回）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職
令和3年度　貧困対策事業 生活・自立支援キャンプ事業計画書・報
告書  わくわくチャレンジキャンプ（佐賀）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度教育事業「木育キャンプ」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度普及・啓発事業「タラッキーキャンプ（秋編）」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　特別研修支援  出張！諫早青少年自然の家!! 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 照会・照合・簡易決裁等 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職
令和3年度　特別研修支援事業　全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」（会議資料・研修資料）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度諫早市教育委員会委託事業　イングリッシュキャンプ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度教育事業「みんなで山をさるこう会」①～⑧ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職
令和3年度「自然体験活動ボランティア養成研修　兼　自然体験活
動指導者（ＮＥＡＬリーダー）養成研修」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　「教育事業内容の変更について（報告）」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度教育事業「教員免許状更新講習」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職
令和3年度　教育事業 グループをチームに育てるプログラム研修会
（体験編）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　ボランティア関係 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　調整プログラム① 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　調整プログラム② 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　調整プログラム③ 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　活動計画書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　行方不明者捜索訓練 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　特別研修支援  新型コロナウイルス感染防止対策を踏
まえた施設利用者説明会

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう運動」推進事業　子ど
もゆめ基金募集説明会～長崎会場、佐賀会場～

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度　大牟田市小学校宿泊体験学習事前研修 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度 子どもゆめ基金20周年記人事業福富信也『個』をいかす
チームビルディングセミナー

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度教育事業（全国一斉書き初め大会）「みんなで書き初め
ばしてみんね！

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度大学生のためのボランティア活動推進事業「チャレンジ
キャンプ」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職
令和3年度社会の要請に応える体験活動等事業「プチサバイブキャ
ンプ」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度子どもゆめ基金20周年事業「サバイバルキャンプ」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度子どもゆめ基金20周年事業「まちdayキャンプ！」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度教育事業「われら沢登り探検隊」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度不登校・引きこもり等の課題を抱える青少年の支援事業
「諫早自然の家に来てみんね！」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業「キャンプ
ウィーク」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度実践研究事業「チョイス」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度佐賀・長崎「体験の風をおこそう」運動推進事業「体験フェ
スティバル」

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度「社会の要請に応える体験活動等事業（事業計画書・事
業報告書）

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度特別研修支援「諫早市少年センター」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度「宿泊者利用活動パッケージ」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年「度沢登りの安全管理研修」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 大牟田市昭和教室「諫早宿泊体験活動」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 危険度の高い活動プログラムにおける安全対策マニュアル 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 企画指導専門職 令和3年度事業一覧ポスター・チラシ「タラッキーだより」 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度レストラン運営委員会 111 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度検食報告書 111 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度事前打合せ・下見受付表 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度学校利用希望調査 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度キャンセル団体 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度利用申込書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度団体のしおり 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度日報 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度利用団体カード 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度利用団体アンケート 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度宿泊室割振表 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度利用承諾伺・利用承諾書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度調整プログラム 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度利用統計関係 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度傷病記録 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度環境作業日誌 102 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度通知・照会文書 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度事業等の保険について 30 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度利用促進・懸案事項 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2021年度 諫早 事業推進 令和3年度講師等宿泊室使用（使用料免除）申請書 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度減少分析・四半期報告 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進
事前打ち合わせ・下見用団体カード
※とび込み日帰り含む

105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度大型スポーツ団体 105 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 事業推進 令和3年度新型コロナウイルスガイドライン 21 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 移管

2021年度 諫早 総務 兼業　令和3年度 67 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 研修　令和3年度 68 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 各種証明　令和3年度 34 諫早次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 運営会議　令和3年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 休暇簿　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 勤務時間割振表　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 勤務時間報告書　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 割振変更簿　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 出勤簿　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 時間外勤務書　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 時間外勤務集計簿　令和3年度 59 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 職務命令（自動車運転）　令和3年度 60 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 労働保険　令和3年度 65 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 社会保険　令和3年度 65 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 共済組合　令和3年度 63 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 共済組合保険事業　令和3年度 63 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 安全運転管理者　令和3年度 60 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 健康診断　令和3年度 66 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 照会（機構関係）　令和3年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 照会（外部機関）　令和3年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 講師派遣　令和3年度 60 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 会議　令和3年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 通知　令和3年度 22 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 賠償責任保険　令和3年度 30 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 研修成果報告書　令和3年度 28 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 令和3年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 108 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 学生サポーター制度　令和3年度 109 諫早次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 中期目標・中期計画　/　年度計画 18 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 期末手当・勤勉手当　令和3年度 52 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 通勤手当　令和3年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 住居手当　令和3年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 扶養手当　令和3年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 基準給与簿　令和3年度 52 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 昇格・切替・特別昇給　令和3年度 52 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 広域異動手当　令和3年度 53 諫早次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 子ども夢基金募金箱関係　令和3年度 86 諫早次長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 任免（非常勤）　令和3年度 47 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 業務実績シート　令和3年度 18 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 施設業務運営委員会　令和3年度 18 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 叙位・叙勲関係　令和3年度 48 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 マイナンバー制度　令和3年度 20 諫早次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 規程の改廃　令和3年度 11 諫早次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 法人文書ファイル簿　令和3年度 10 諫早次長 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 人事記録関係書類の送付　令和3年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 人事関係ファイル　令和3年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 任免　令和3年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄

2021年度 諫早 総務 労働基準監督署提出書類　令和3年度 42 諫早次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 事務室 諫早次長 廃棄



2021年度 大隅 総務係 研修関係21 68 大隅次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 公印使用簿21 32 大隅次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 文書処理簿21 32 大隅次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 食堂業務検討委員会21 111 大隅次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 食堂関係21 111 大隅次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 安全管理関係21 66 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 当直・警備日誌21 102 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 外部会議21 106 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 休暇簿・週休日の振替簿・代休日指定簿・欠勤届21 59 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 共済関係21 63 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 勤務割振関係21 59 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 健康管理関係21 66 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 財産形成貯蓄等関係21 62 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 社会保険21 65 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 出勤簿21 59 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 超過勤務命令簿・時間外管理簿21 59 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 郵便発送簿・郵便料金管理簿21 22 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 旅費関係21 27 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 雇用保険関係21 65 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 調査・報告21 22 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 受診者傷病報告書21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 傷病発生状況21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 諸謝金21 28 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 給与関係21 52 大隅次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 扶養控除申告書21 52 大隅次長 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 連絡会議21 18 大隅次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 基準給与簿21 49 大隅次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会21 18 大隅次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 人事（非常勤職員）関係21 47 大隅次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 人事（常勤職員）関係21 44 大隅次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 免許関係21 44 大隅次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書21 45 大隅次長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 総務係 人事記録21 42 大隅次長 2022年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度現金出納簿 87 大隅次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度契約決議書 97 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度職員宿舎関係 91 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度契約関連 97 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度各種調書等 91 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度清掃業務表 102 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 管理係 令和3年度不動産貸付許可承認申請書 82 大隅次長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 企画指導専門職 教育事業の成果の公表 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 企画指導専門職 所報21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 企画指導専門職 利用団体調整プログラム21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 企画指導専門職 事業推進室総括21 106 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 宿泊証明21 34 大隅次長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 ファミリー会員 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 確定報告・収入報告書 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用申込書（１日利用）21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 月別一覧表21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 自然の家バス利用計画書21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用申込みキャンセル21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 部屋割表21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2021年度 大隅 事業推進係 利用案内作成関係21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用希望調査関係21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用団体アンケート21 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用団体票21（宿泊） 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用団体票21（１日利用） 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 ボランティア登録関係　21 109 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 照会・回答関係21 22 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2021年度 大隅 事業推進係 利用承諾伺書 105 大隅次長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 研修関係20 68 大隅次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 公印使用簿20 32 大隅次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 文書処理簿20 32 大隅次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 食堂業務検討委員会20 111 大隅次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 食堂関係20 111 大隅次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 安全管理関係20 66 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 当直・警備日誌20 102 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 外部会議20 106 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 休暇簿・週休日の振替簿・代休日指定簿・欠勤届20 59 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 共済関係20 63 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 勤務割振関係20 59 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 健康管理関係20 66 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 財産形成貯蓄等関係20 62 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 社会保険20 65 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 出勤簿20 59 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 超過勤務命令簿・時間外管理簿20 59 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 郵便発送簿・郵便料金管理簿20 22 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 旅費関係20 27 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 雇用保険関係20 65 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 調査・報告20 22 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 受診者傷病報告書20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 傷病発生状況20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 諸謝金20 28 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 給与関係20 52 大隅次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 扶養控除申告書20 52 大隅次長 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 連絡会議20 18 大隅次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 基準給与簿20 49 大隅次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会20 18 大隅次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 人事（非常勤職員）関係20 47 大隅次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 人事（常勤職員）関係20 44 大隅次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 免許関係20 44 大隅次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書20 45 大隅次長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 総務係 人事記録20 42 大隅次長 2021年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度現金出納簿 87 大隅次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度契約決議書 97 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度職員宿舎関係 91 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度契約関連 97 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度各種調書等 91 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度清掃業務表 102 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 管理係 令和2年度不動産貸付許可承認申請書 82 大隅次長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 企画指導専門職 教育事業の成果の公表 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 企画指導専門職 所報20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 企画指導専門職 利用団体調整プログラム20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2020年度 大隅 企画指導専門職 事業推進室総括20 106 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 宿泊証明20 34 大隅次長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 ファミリー会員 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 確定報告・収入報告書 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用申込書（１日利用）20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 月別一覧表20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 自然の家バス利用計画書20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用申込みキャンセル20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 部屋割表20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用案内作成関係20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用希望調査関係20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用団体アンケート20 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用団体票20（宿泊） 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用団体票20（１日利用） 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 ボランティア登録関係　20 109 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 照会・回答関係20 22 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2020年度 大隅 事業推進係 利用承諾伺書 105 大隅次長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 研修関係１９ 68 大隅次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 公印使用簿１９ 32 大隅次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 文書処理簿１９ 32 大隅次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 給食業務検討委員会１９ 111 大隅次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 食堂関係１９ 111 大隅次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 安全管理関係１９ 66 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 当直・警備日誌１９ 102 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 外部会議１９ 106 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 休暇簿・週休日の振替簿・代休日指定簿・欠勤届１９ 59 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 共済関係１９ 63 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 勤務割振関係１９ 59 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 健康管理関係１９ 66 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 財産形成貯蓄等関係１９ 62 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 社会保険１９ 65 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 出勤簿１９ 59 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 超過勤務命令簿・時間外管理簿１９ 59 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 郵便発送簿・郵便料金管理簿１９ 22 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 旅費関係１９ 27 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 雇用保険関係１９ 65 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 調査・報告１９ 22 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 受診者傷病報告書１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 傷病発生状況１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 諸謝金１９ 28 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 給与関係１９ 52 大隅次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 扶養控除申告書１９ 52 大隅次長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 連絡会議１９ 18 大隅次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 基準給与簿１９ 49 大隅次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１９ 18 大隅次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 人事（非常勤職員）関係１９ 47 大隅次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 人事（常勤職員）関係１９ 44 大隅次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 免許関係１９ 44 大隅次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１９ 45 大隅次長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 総務係 人事記録１９ 42 大隅次長 2020年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 管理係 令和元年度契約決議書 97 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2019年度 大隅 管理係 令和元年度公務員職員宿舎関係 91 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 管理係 令和元年度年間契約関係関連 97 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 管理係 令和元年度報告書・調書（定時・随時）各種調書等 90 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 管理係 令和元年度清掃作業日誌業務表 102 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 管理係 令和元年度使用許可書類不動産貸付承認申請書 82 大隅次長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 企画指導専門職 教育事業の成果の公表 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 企画指導専門職 所報１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 企画指導専門職 利用団体調整プログラム１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 企画指導専門職 事業推進室総括１９ 106 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 宿泊証明１９ 34 大隅次長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 ファミリー会員 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 確定報告・収入報告書 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用申込書（１日利用）１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 月別一覧表１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 自然の家バス利用計画書１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用申込みキャンセル１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 部屋割表１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用案内作成関係１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用希望調査関係１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用団体アンケート１９ 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用団体票１９（宿泊） 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用団体票１９（１日利用） 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 ボランティア登録関係　１９ 109 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 照会・回答関係１９ 22 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 利用承諾伺書 105 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2019年度 大隅 事業推進係 海浜活動各種機関報告関係 106 大隅次長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 ファミリー会員 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 確定報告・収入報告書 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 安全管理関係１８ 66 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 当直・警備日誌１８ 102 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 外部会議１８ 106 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 休暇簿・週休日の振替簿・代休日指定簿・欠勤届１８ 59 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 共済関係１８ 63 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 勤務割振関係１８ 59 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 健康管理関係１８ 66 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 財産形成貯蓄等関係１８ 62 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 社会保険１８ 65 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 出勤簿１８ 59 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 超過勤務命令簿・時間外管理簿１８ 59 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 郵便発送簿・郵便料金管理簿１８ 22 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 旅費関係１８① 27 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 旅費関係１８② 27 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 雇用保険関係１８ 65 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 調査・報告１８ 22 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度契約決議書 97 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度公務員宿舎関係 91 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度通知文書関係 22 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度年間契約関係 97 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度報告書・調書（定時・随時） 90 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度清掃作業日誌 102 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用申込書（１日利用）１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2018年度 大隅 事業推進係 月別一覧表１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 自然の家バス利用計画書１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 受診者傷病報告書１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 傷病発生状況１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用申込みキャンセル１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 部屋割表１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用案内作成関係１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用希望調査関係１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用団体アンケート１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用団体票１８（宿泊） 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用団体票１８（１日利用） 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 ボランティア登録関係　１８ 109 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 諸謝金１８ 28 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 照会・回答関係１８ 22 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 企画指導専門職 教育事業の成果の公表 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 企画指導専門職 所報１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 企画指導専門職 利用団体調整プログラム１８ 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 事業推進係 利用承諾伺書 105 大隅次長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 給与関係１８ 52 大隅次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 扶養控除申告書１８ 52 大隅次長 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 連絡会議１８ 18 大隅次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 基準給与簿１８ 49 大隅次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当１８ 49 大隅次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１８ 18 大隅次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 非常勤職員任免１８ 47 大隅次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 管理係 平成３０年度使用許可書類 82 大隅次長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 人事（常勤職員）関係１８ 44 大隅次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 免許関係１８ 44 大隅次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１８ 45 大隅次長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2018年度 大隅 総務係 人事記録１８ 42 大隅次長 2019年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 安全管理関係17 66 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 外部会議17 106 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 休暇簿・週休日の振替簿・代休日指定簿・欠勤届17 59 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 共済関係17 63 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 勤務割振関係17 59 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 健康管理関係17 66 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 財産形成貯蓄等関係17 62 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 社会保険17 65 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 出勤簿17 59 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 超過勤務命令簿・時間外管理簿17 59 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 通知文書関係17 22 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 郵便発送簿・郵便料金管理簿17 22 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 旅行命令簿・復命書17① 27 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 旅行命令簿・復命書17② 27 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 連絡会議17 18 大隅次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 雇用保険関係17 65 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 調査・報告17 22 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 扶養控除申告書17 52 大隅次長 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 基準給与簿17 49 大隅次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当17 49 大隅次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会17 18 大隅次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2017年度 大隅 総務係 非常勤職員任免17 47 大隅次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動17 44 大隅次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 免許関係17 44 大隅次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書17 45 大隅次長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 人事記録17 42 大隅次長 2018年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 管理係 平成２９年度契約決議書 97 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 管理係 平成２９年度公務員宿舎関係 91 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 管理係 平成２９年度使用許可書類 82 大隅次長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 管理係 平成２９年度通知文書関係 22 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 管理係 平成２９年度年間契約関係 97 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 管理係 平成２９年度報告書・調書（定時・随時） 90 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（１日利用）17　１ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（１日利用）17　２ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 月別一覧表17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 自然の家バス利用計画書17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 受診者傷病報告書17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 傷病発生状況17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込みキャンセル17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 部屋割表17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用案内作成関係17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用希望調査関係17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）17　１ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）17　２ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）17　３ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）17　４ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）17　５ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用申込書（宿泊）17　６ 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用団体アンケート17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用団体票17（宿泊） 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 利用団体票17（１日利用） 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 ボランティア登録関係　17 109 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 総務係 諸謝金17 28 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 照会・回答関係17 22 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 企画指導専門職 活動の手引き17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 企画指導専門職 教育事業関係17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 企画指導専門職 教育事業実施結果報告書17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 企画指導専門職 所報17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 企画指導専門職 利用団体調整プログラム17 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 ファミリー会員 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2017年度 大隅 事業推進係 確定報告・収入報告書 105 大隅次長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 連絡会議１６ 18 大隅次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 給与関係通知１６ 52 大隅次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 諸手当確認１６ 53 大隅次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 扶養控除申告書１６ 52 大隅次長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 基準給与簿１６ 49 大隅次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当１６ 49 大隅次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１６ 18 大隅次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 非常勤職員任免１６ 47 大隅次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１６ 44 大隅次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 免許関係１６ 44 大隅次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１６ 45 大隅次長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 人事記録１６ 42 大隅次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2016年度 大隅 管理係 平成２８年度使用許可書類 82 大隅次長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 開所３０周年記念式典関係① 4 大隅次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2016年度 大隅 総務係 開所３０周年記念式典関係② 4 大隅次長 2017年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 自己点検・評価報告書１５ 18 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 中期目標・計画１５ 18 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 連絡会議１５ 18 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 情報公開１５ 19 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 基準給与簿１５ 49 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当１５ 49 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１５ 18 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 昇格・昇給・俸給・俸給切替１５ 49 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 非常勤職員任免１５ 47 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１５ 44 大隅次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流１５ 44 大隅次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 免許関係１５ 44 大隅次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１５ 45 大隅次長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 総務係 人事記録１５ 42 大隅次長 2016年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 大隅 管理係 平成２７年度使用許可書類 82 大隅次長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 自己点検・評価報告書１４ 18 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 中期目標・計画１４ 18 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 連絡会議１４ 18 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 情報公開１４ 19 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 基準給与簿１４ 49 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当１４ 49 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１４ 18 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 昇格・昇給・俸給・俸給切替１４ 49 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 非常勤職員任免１４ 47 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１４ 44 大隅次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流１４ 44 大隅次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 免許関係１４ 44 大隅次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１４ 45 大隅次長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 総務係 人事記録１４ 42 大隅次長 2015年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2014年度 大隅 管理係 平成２６年度使用許可書類 82 大隅次長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 自己点検・評価報告書１３ 18 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 中期目標・計画１３ 18 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 連絡会議１３ 18 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 情報公開１３ 19 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 基準給与簿１３ 49 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当１３ 49 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１３ 18 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 昇格・昇給・俸給・俸給切替１３ 49 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 非常勤職員任免１３ 47 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１３ 44 大隅次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流１３ 44 大隅次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 免許関係１３ 44 大隅次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１３ 45 大隅次長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 総務係 人事記録１３ 42 大隅次長 2014年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2013年度 大隅 管理係 平成２５年度使用許可書類 82 大隅次長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 自己点検・評価報告書１２ 18 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 中期目標・計画１２ 18 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 連絡会議１２ 18 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 情報公開１２ 19 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2012年度 大隅 総務係 基準給与簿１２ 49 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 期末・勤勉手当１２ 49 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 施設業務運営委員会１２ 18 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 昇格・昇給・俸給・俸給切替１２ 49 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 非常勤職員任免１２ 47 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１２ 44 大隅次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流１２ 44 大隅次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 免許関係１２ 44 大隅次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１２ 45 大隅次長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 総務係 人事記録１２ 42 大隅次長 2013年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2012年度 大隅 管理係 平成２４年度使用許可書類 82 大隅次長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2011年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１１ 44 大隅次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2011年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流１１ 44 大隅次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2011年度 大隅 総務係 免許関係１１ 44 大隅次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2011年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１１ 45 大隅次長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2011年度 大隅 総務係 人事記録１１ 42 大隅次長 2012年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2010年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動１０ 44 大隅次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2010年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流１０ 44 大隅次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2010年度 大隅 総務係 免許関係１０ 44 大隅次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2010年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書１０ 45 大隅次長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2010年度 大隅 総務係 人事記録１０ 42 大隅次長 2011年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2009年度 大隅 総務係 安全管理関係０９ 15 大隅次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2009年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０９ 44 大隅次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2009年度 大隅 総務係 人事記録０９ 42 大隅次長 2010年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2009年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０９ 44 大隅次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2009年度 大隅 総務係 免許関係０９ 44 大隅次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2009年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０９ 45 大隅次長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2008年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０８ 44 大隅次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2008年度 大隅 総務係 人事記録０８ 42 大隅次長 2009年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2008年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０８ 44 大隅次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2008年度 大隅 総務係 免許関係０８ 44 大隅次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2008年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０８ 45 大隅次長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2007年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０７ 44 大隅次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2007年度 大隅 総務係 人事記録０７ 42 大隅次長 2008年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2007年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０７ 44 大隅次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2007年度 大隅 総務係 免許関係０７ 44 大隅次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2007年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０７ 45 大隅次長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2006年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０６ 44 大隅次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2006年度 大隅 総務係 人事記録０６ 42 大隅次長 2007年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2006年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０６ 44 大隅次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2006年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０６ 45 大隅次長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2005年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０５ 44 大隅次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2005年度 大隅 総務係 人事記録０５ 42 大隅次長 2006年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2005年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０５ 44 大隅次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2005年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０５ 45 大隅次長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2004年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０４ 44 大隅次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2004年度 大隅 総務係 人事記録０４ 42 大隅次長 2005年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2004年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０４ 44 大隅次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2004年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等０４ 14 大隅次長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2003年度 大隅 総務係 公印の制定関係０３ 5 大隅次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2003年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０３ 44 大隅次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2003年度 大隅 総務係 人事記録０３ 42 大隅次長 2004年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄



2003年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０３ 44 大隅次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2003年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等０３ 14 大隅次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2003年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０３ 45 大隅次長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2002年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０２ 44 大隅次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2002年度 大隅 総務係 人事記録０２ 42 大隅次長 2003年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2002年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０２ 44 大隅次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2002年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等０２ 14 大隅次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2002年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０２ 45 大隅次長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動０１ 44 大隅次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 人事記録０１ 42 大隅次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 定員管理０１ 41 大隅次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流０１ 44 大隅次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 独立行政法人移行関係０１ 3 大隅次長 2002年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等０１ 14 大隅次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 総務係 労務管理関係・労使協定書０１ 45 大隅次長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2001年度 大隅 管理係 固定資産管理台帳（固定資産システム） 70 大隅次長 2002年4月1日 無期限 未定 その他 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2000年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動００ 44 大隅次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2000年度 大隅 総務係 人事記録００ 42 大隅次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2000年度 大隅 総務係 定員管理００ 41 大隅次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2000年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流００ 44 大隅次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2000年度 大隅 総務係 独立行政法人移行関係００ 3 大隅次長 2001年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2000年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等００ 14 大隅次長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1999年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９９ 44 大隅次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1999年度 大隅 総務係 人事記録９９ 42 大隅次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1999年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流９９ 44 大隅次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1999年度 大隅 総務係 独立行政法人移行関係９９ 3 大隅次長 2000年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1999年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等９９ 14 大隅次長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1998年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９８ 44 大隅次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1998年度 大隅 総務係 人事記録９８ 42 大隅次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1998年度 大隅 総務係 定員管理９８ 41 大隅次長 1999年4月1日 無期限 未定 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1998年度 大隅 総務係 転任希望調書・人事交流９８ 44 大隅次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1998年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等９８ 14 大隅次長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1997年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９７ 44 大隅次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1997年度 大隅 総務係 人事記録９７ 42 大隅次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1997年度 大隅 総務係 定員管理９７ 41 大隅次長 1998年4月1日 無期限 未定 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1997年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等９７ 14 大隅次長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1996年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９６ 44 大隅次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1996年度 大隅 総務係 人事記録９６ 42 大隅次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1996年度 大隅 総務係 定員管理９６ 41 大隅次長 1997年4月1日 無期限 未定 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1996年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等９６ 14 大隅次長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1995年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９５ 44 大隅次長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1995年度 大隅 総務係 人事記録９５ 42 大隅次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1995年度 大隅 総務係 定員管理９５ 41 大隅次長 1996年4月1日 無期限 未定 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1994年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９４ 44 大隅次長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1994年度 大隅 総務係 人事記録９４ 42 大隅次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1994年度 大隅 総務係 定員管理９４ 41 大隅次長 1995年4月1日 無期限 未定 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1993年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９３ 44 大隅次長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1993年度 大隅 総務係 人事記録９３ 42 大隅次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1993年度 大隅 総務係 定員管理９３ 41 大隅次長 1994年4月1日 無期限 未定 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1992年度 大隅 総務係 職員任免・人事異動９２ 44 大隅次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄

1992年度 大隅 総務係 人事記録９２ 42 大隅次長 1993年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1992年度 大隅 総務係 法令・規則・通達等９２ 14 大隅次長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 大隅書庫 大隅次長 廃棄



1991年度 大隅 総務係 人事記録９１ 42 大隅次長 1992年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1990年度 大隅 総務係 人事記録９０ 42 大隅次長 1991年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1989年度 大隅 総務係 人事記録８９ 42 大隅次長 1990年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1988年度 大隅 総務係 人事記録８８ 42 大隅次長 1989年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1987年度 大隅 総務係 人事記録８７ 42 大隅次長 1988年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1986年度 大隅 総務係 公印の制定関係８６ 5 大隅次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

1986年度 大隅 総務係 人事記録８６ 42 大隅次長 1987年4月1日 無期限 未定 紙 大隅事務室 大隅次長 廃棄

2015年度 オリンピックセンター 総務係 平成２７年度　共益費 86 本部業務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2016年度 オリンピックセンター 総務係 平成28年度　共益費 86 本部業務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進係 平成２９年度　ＮＹＣキッズフェスタクラブ 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　学生サポーター業務日報 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進係 平成２９年度　生活・自立支援キャンプ 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　ふれあいキッズコンサート 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　ふれあいファミリーコンサート 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　予算執行伺 22 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成29年度　共益費 86 本部業務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進係 平成３０年度　ＮＹＣキッズフェスタクラブ 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　絵本と子守唄のつどい 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　学生サポーター業務日報 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進係 平成３０年度　生活・自立支援キャンプ 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　予算執行伺 22 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　共益費 86 本部業務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進係 令和２年度　ＮＹＣキッズフェスタクラブ 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　絵本と子守唄のつどい 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　学生サポーター業務日報 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　シーツ・枕カバーリネンサプライ業務 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進係 令和２年度　生活・自立支援キャンプ 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　予算執行伺 89 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　共益費 87 本部業務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　業務課総務係原議書 22 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2007年度 オリンピックセンター 総務 平成１９年度　規程集原議書 11 本部業務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2008年度 オリンピックセンター 総務 平成２０年度　規程集原議書 11 本部業務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2009年度 オリンピックセンター 総務 平成２１年度　規程集原議書 11 本部業務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2010年度 オリンピックセンター 総務係 平成２２年度　規程集原議書 11 本部業務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2011年度 オリンピックセンター 総務係 平成２３年度　規程集原議書 11 本部業務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2013年度 オリンピックセンター 総務係 平成２５年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2014年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2014年度 オリンピックセンター 総務係 平成２６年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2015年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2015年度 オリンピックセンター 総務係 平成２７年度　寄附金 86 本部業務課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2015年度 オリンピックセンター 総務係 平成２７年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2016年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2016年度 オリンピックセンター 総務係 平成２８年度　寄附金 86 本部業務課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2016年度 オリンピックセンター 総務係 平成２８年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2017年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年　　出勤簿 59 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年　　年次・特別休暇簿 59 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　シーツ・枕カバーリネンサプライ業務 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　A・B・C棟宿泊室準備等業務整理確認表 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　D棟宿泊室準備等整理業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　Ｄ棟フロント業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　営業収支報告書 22 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　大幅取り消しについて 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　カルチャー棟業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　寄附金 86 本部業務課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　救護日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄



2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　業務課業務委託日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　業務課総務係原議書 22 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　国際交流棟備品移動依頼書 100 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　時間外勤務予定書 59 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　自主点検記録簿 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　視聴覚設備及び音響設備業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　宿日直割振表 59 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　宿泊室作業日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　巡回・警備・点検業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　スポーツ棟業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　清掃業務日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　第２条但書について 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　盗難事故報告書 22 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　原議書 22 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　プール利用統計・プール日誌 102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2018年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　ボイラー等運転・管理日誌
厨房排水処理等運転管理日誌

102 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　報道等取材について 26 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　利用承諾伺 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　利用申込書　宿泊 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 事業推進 平成２９年度　利用申込書　日帰り 105 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2017年度 オリンピックセンター 総務係 平成２９年度　旅費・出張費関係 27 本部業務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年　　出勤簿 59 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年　　年次・特別休暇簿 59 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　シーツ・枕カバーリネンサプライ業務 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　A・B・C棟宿泊室準備等業務整理確認表 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　D棟宿泊室準備等整理業務日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　Ｄ棟フロント業務日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　営業収支報告書及び計算書 22 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　大幅取り消しについて 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　カルチャー棟業務日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　寄附金 86 本部業務課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　救護日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　業務課業務委託日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　業務課総務係原議書 22 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　警備日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　国際交流棟備品移動依頼書 100 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　時間外勤務予定書 59 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　自主点検記録簿 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　視聴覚設備及び音響設備業務日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　宿日直割振表 59 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　宿泊室作業日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　スポーツ棟業務日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　清掃業務日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　第２条但書について 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　原議書 22 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　プール利用統計・プール日誌 102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2019年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　ボイラー等運転・管理日誌
厨房排水処理等運転管理日誌

102 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　利用承諾伺 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　利用申込書　宿泊 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2018年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３０年度　利用申込書　日帰り 105 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄



2018年度 オリンピックセンター 総務係 平成３０年度　旅費・出張費関係 27 本部業務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年　　出勤簿 59 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年　　年次・特別休暇簿 59 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進係 平成３１年度　ＮＹＣキッズフェスタクラブ 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　絵本と子守唄のつどい 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　学生サポーター業務日報 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　シーツ・枕カバーリネンサプライ業務 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進係 平成３１年度　生活・自立支援キャンプ 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　予算執行伺 22 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　共益費 86 本部業務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　A・B・C棟宿泊室準備等業務整理確認表 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　D棟宿泊室準備等整理業務日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　Ｄ棟フロント業務日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　営業収支報告書及び計算書 22 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　大幅取り消しについて 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　カルチャー棟業務日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　寄附金 86 本部業務課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　救護日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　業務課業務委託日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　業務課総務係原議書 22 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　警備日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　国際交流棟備品移動依頼書 100 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　時間外勤務予定書 59 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　自主点検記録簿 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　視聴覚設備及び音響設備業務日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　宿日直割振表 59 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　宿泊室作業日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　スポーツ棟業務日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　清掃業務日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　第２条但書について 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　原議書 22 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　プール利用統計・プール日誌 102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2020年4月1日 常用 未定 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　ボイラー等運転・管理日誌
厨房排水処理等運転管理日誌

102 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　利用承諾伺 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　利用申込書　宿泊 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 事業推進 平成３１年度　利用申込書　日帰り 105 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2019年度 オリンピックセンター 総務係 平成３１年度　旅費・出張費関係 27 本部業務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　　出勤簿 60 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　　年次・特別休暇簿 60 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　Ｄ棟フロント業務日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　営業収支報告書及び計算書 22 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　大幅取り消しについて 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　カルチャー棟業務日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　寄附金 87 本部業務課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　救護日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　業務課業務委託日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　警備日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　時間外勤務予定書 60 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　自主点検記録簿 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　視聴覚設備及び音響設備業務日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　宿日直割振表 60 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄



2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　スポーツ棟業務日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　清掃業務日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　第２条但書について 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　原議書 22 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　プール利用統計・プール日誌 103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2022年4月1日 常用 未定 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2020年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　ボイラー等運転・管理日誌
厨房排水処理等運転管理日誌

103 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　利用承諾伺 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　利用申込書　宿泊 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和２年度　利用申込書　日帰り 107 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和２年度　旅費・出張費関係 28 本部業務課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　学生サポーター業務日報 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　予算執行伺 22 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　共益費 86 本部業務課長 2023年4月1日 7年 2030年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年　　出勤簿 59 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年　　年次・特別休暇簿 59 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　シーツ・枕カバーリネンサプライ業務 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　A・B・C棟宿泊室準備等業務整理確認表 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　Ｄ棟フロント業務日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　営業収支報告書 22 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　大幅取り消しについて 105 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　カルチャー棟業務日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　寄附金 86 本部業務課長 2023年4月1日 7年 2030年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　救護日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　業務課業務委託日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　業務課総務係原議書 22 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　時間外勤務予定書 59 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　自主点検記録簿 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　視聴覚設備及び音響設備業務日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　宿日直割振表 59 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　宿泊室作業日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　巡回・警備・点検業務日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　スポーツ棟業務日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　清掃業務日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　第２条但書について 105 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　盗難事故報告書 22 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　原議書 22 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　プール利用統計・プール日誌 102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　文書管理簿 10 本部業務課長 2023年4月1日 常用 未定 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　ボイラー等運転・管理日誌
厨房排水処理等運転管理日誌

102 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　報道等取材について 26 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　利用承諾伺 105 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　利用申込書　宿泊 105 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 事業推進 令和3年度　利用申込書　日帰り 105 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

2021年度 オリンピックセンター 総務係 令和3年度　旅費・出張費関係 27 本部業務課長 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 業務課事務室 業務課長 廃棄

1965年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事記録 人事係 1966年4月1日 無期限 未定 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1965年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 役員履歴・任免 人事係 1966年4月1日 無期限 未定 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1989年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ元 70 管財係 1990年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1990年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ２ 70 管財係 1991年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1991年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ３ 70 管財係 1992年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成４年度） 人事係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成４年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄



1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成４年度退職手当関係 福祉共済係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ４ 70 管財係 1993年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ４ 管財係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1992年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 プール関係（経営許可）　Ｈ４ 総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成５年度） 人事係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成５年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成５年度公務災害通勤災害関係 福祉共済係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ５ 70 管財係 1994年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ５ 管財係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1993年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 プール関係（経営許可）　Ｈ５ 総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成６年度退職手当関係 福祉共済係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 人事課事務室 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成６年度） 人事係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成６年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成６年度公務災害通勤災害関係 福祉共済係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ６ 70 管財係 1995年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ６ 管財係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1994年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 プール関係（経営許可）　Ｈ６ 総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成７年度退職手当関係 福祉共済係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 人事課事務室 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成７年度） 人事係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成７年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ７ 70 管財係 1996年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄



1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ７ 管財係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1995年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成７年度） 契約係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成８年度退職手当関係 福祉共済係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 人事課事務室 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成８年度） 人事係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成８年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ８ 70 管財係 1997年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ８ 管財係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1996年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成８年度） 契約係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成９年度） 人事係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 主任研究官の採用（平成９年度） 人事係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成９年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成９年度退職手当関係 福祉共済係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ９ 70 管財係 1998年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ９ 管財係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1997年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成９年度） 契約係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１０年度） 人事係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１０年度）（任免・俸給発令等） 人事係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 分限処分関係（平成１０年度） 人事係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１０年度退職手当関係 福祉共済係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄



1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ１０ 管財係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1998年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成１０年度） 契約係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１１年度） 人事係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１１年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 分限処分関係（平成１１年度） 人事係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１１年度退職手当関係 福祉共済係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ１１ 70 管財係 2000年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ１１ 管財係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1999年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成１１年度） 契約係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１２年度） 人事係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１２年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 懲戒処分（平成１２年度） 人事係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 分限処分関係（平成１２年度） 人事係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１２年度退職手当関係 福祉共済係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産使用許可綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｈ１２ 70 管財係 2001年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品管理簿　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ１２ 管財係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成１２年度） 契約係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2000年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 公印関係綴 総務・企画係 2001年4月1日 無期限 － 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 センター規程集（独法化後）暫定版 総務・企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 規程 制定・改正関係綴 総務・企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 全国青少年総合フェスティバル開会式施設完成式典関係綴Ｎｏ．１ 総務・企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 調査・広報課事務室 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 全国青少年総合フェスティバル開会式施設完成式典関係綴Ｎｏ．２ 総務・企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 調査・広報課事務室 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 休職関係（平成１３年度～平成１５年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 子ども夢基金審査委員関係（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 女性職員の採用・登用計画（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 常勤職員の任免関係（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１３年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 懲戒処分（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 評価委員関係（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 分限処分関係（平成１３年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１３年度退職手当関係 福祉共済係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 役付職員の配置換課長登用（平成４年度～平成１５年度） 人事係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 供用物品管理簿Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄



2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 固定資産台帳　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 図書管理簿　　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 土地・建物登記嘱託書 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 備品管理簿　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 物品出納簿　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 キャッシュ・フロー計算書　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 セグメント情報　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 行政サービス実施コスト計算書　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資金運用関係　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 総勘定元帳　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 損益計算書　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 貸借対照表　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 有価証券の明細　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 有価証券管理台帳　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 利益の処分又は損失の処理に関する書類　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資本金及び資本剰余金の明細及び増減　Ｈ１３ 経理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・その他の協議書等綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・ボイラー圧力容器関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・危険物関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・給水関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・計画通知関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・高圧ガス関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 官公署手続・電気関係綴り　Ｈ１３ 管財係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター財
務部

経理課 特定建築物届出綴り　（平成１３年度） 契約係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１３年度規程の制定・改廃関係 管理振興係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 子どもゆめ基金部
B1駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2001年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１３年度基金募金者 管理振興係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 子どもゆめ基金部
B2駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2001年度
旧オリンピックセンター基
金部 助成課 平成１３年度子どもゆめ基金助成金規定の制定・廃止 助成第一係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 助成課事務室 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１４年度） 人事係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 子どもゆめ基金審査委員関係（平成１４年度） 人事係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 女性職員の採用・登用計画（平成１４年度） 人事係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１４年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 懲戒処分（平成１４年度） 人事係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 評価委員関係（平成１４年度） 人事係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１４年度退職手当関係 福祉共済係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１４ 施設管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 キャッシュ・フロー計算書　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 セグメント情報　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 行政サービス実施コスト計算書　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資金運用関係　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資本金及び資本剰余金の明細及び増減　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 総勘定元帳　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 損益計算書　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 有価償還の明細　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 利益の処分又は損失の処理に関する書類　Ｈ１４ 経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成1４年度規程の制定・改廃関係 管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 子どもゆめ基金部
B3駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2002年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１４年度基金募金者 管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
子どもゆめ基金部
B4駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2002年度
旧オリンピックセンター基
金部 助成課 平成１４年度子どもゆめ基金助成金規定の制定・廃止 助成第一係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 助成課事務室 総務企画課長 廃棄



2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１５年度） 人事係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 子どもゆめ基金審査委員関係（平成１５年度） 人事係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 女性職員の採用・登用計画（平成１５年度） 人事係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１５年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 懲戒処分（平成１５年度） 人事係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 評価委員関係（平成１５年度） 人事係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１５年度退職手当関係 福祉共済係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１５ 施設管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 キャッシュ・フロー計算書　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 セグメント情報　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 行政サービス実施コスト計算書　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資金運用関係　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資本金及び資本剰余金の明細及び増減　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 総勘定元帳　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 損益計算書　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 貸借対照表　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 有価証券の明細　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 利益の処分又は損失の処理に関する書類　Ｈ１５ 経理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１５年度規定の制定・改廃関係 管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 子どもゆめ基金部
B5駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2003年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１５年度基金募金者 管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 子どもゆめ基金部
B6駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2003年度
旧オリンピックセンター基
金部 助成課 平成１５年度子どもゆめ基金助成金規定の制定・廃止 助成第一係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 助成課事務室 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１６年度） 人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 子ども夢基金審査委員関係（平成１６年度） 人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 女性職員の採用・登用計画（平成１６年度） 人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１６年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 懲戒処分（平成１６年度） 人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 評価委員関係（平成１６年度） 人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１６年度退職手当関係 福祉共済係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 公務員宿舎関係綴り　Ｈ１６ 施設管理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 キャッシュ・フロー計算書　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 行政サービス実施コスト計算書　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資金運用関係　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資本金及び資本剰余金の明細及び増減　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 総勘定元帳　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 損益計算書　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 貸借対照表　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 有価証券の明細　Ｈ１６ 経理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１６年度規定の制定・改廃関係 管理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
子どもゆめ基金部
B7駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2004年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１６年度基金募金者 管理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
子どもゆめ基金部
B8駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2004年度
旧オリンピックセンター基
金部 助成課 平成１６年度子どもゆめ基金助成金規定の制定・廃止 助成第一係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 助成課事務室 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 運営委員会関係（平成１７年度） 人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 子どもゆめ基金審査委員関係（平成１７年度） 人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 女性職員の採用・登用計画（平成１７年度） 人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 人事異動（平成１７年度）（任免・俸給発令等） 人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 懲戒処分（平成１７年度） 人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 評価委員関係（平成１７年度） 人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
総務課 平成１７年度退職手当関係 福祉共済係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄



2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 キャッシュ・フロー計算書　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 セグメント情報　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 行政サービス実施コスト計算書　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資金運用関係　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 資本金及び資本剰余金の明細及び増減　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 総勘定元帳　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 損益計算書　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 貸借対照表　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 有価証券の明細　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 利益の処分又は損失の処理に関する書類　Ｈ１７ 経理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙・電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１７年度規定の制定・改廃関係 管理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
子どもゆめ基金部
B9駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2005年度 旧オリンピックセンター基
金部

管理課 平成１７年度基金募金者 管理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 子どもゆめ基金部
B10駐車場倉庫

総務企画課長 廃棄

2005年度
旧オリンピックセンター基
金部 助成課 平成１７年度子どもゆめ基金助成金規定の制定・廃止 助成第一係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 助成課事務室 総務企画課長 廃棄

1985年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｓ６０

70（無

期限）
管財係 1986年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1986年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｓ６１

70（無

期限）
管財係 1987年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1987年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｓ６２

70（無

期限）
管財係 1988年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

1988年度
旧オリンピックセ

ンター総務部
会計課 国有財産台帳　Ｓ６３

70（無

期限）
管財係 1989年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１３年度諸規程の制定、改廃関係

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１３年度職員の任免等人事関係

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１３年度人事異動上申綴（常勤）（１／２）

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１３年度人事異動上申綴（常勤）（２／２）

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１３年度人事異動綴

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１３年度役員の任免等関係

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
独立行政法人国立青年
の家本部 会計 固定資産台帳

国立青年の家本部
会計係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 その他 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度
独立行政法人国立青年
の家本部 会計 期首財務諸表

国立青年の家本部
会計係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 独立行政法人国立青年の家設立登記関係

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 無期限 － 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 人事記録

国立青年の家本部
庶務係

2002年4月1日 無期限 未定 その他 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１４年度諸規程の制定、改廃関係

国立青年の家本部
庶務係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１４年度職員の任免等人事関係

国立青年の家本部
人事係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１４年度人事異動上申綴（常勤）（１／２）

国立青年の家本部
人事係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１４年度人事異動上申綴（常勤）（２／２）

国立青年の家本部
人事係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１４年度人事異動綴

国立青年の家本部
人事係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１４年度役員の任免等関係

国立青年の家本部
人事係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 庶務 平成１５年度諸規程の制定・改廃関係

国立青年の家本部
庶務係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 評価・調整 平成１５年度点検・評価及び改善に関する重要文書

国立青年の家本部
企画・評価課評価
調整係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１５年度職員の任免等人事関係

国立青年の家本部
人事係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１５年度人事異動上申綴（１／５）

国立青年の家本部
人事係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１５年度人事異動上申綴（２／５）

国立青年の家本部
人事係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１５年度人事異動上申綴（３／５）

国立青年の家本部
人事係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１５年度人事異動上申綴（４／５）

国立青年の家本部
人事係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１５年度人事異動上申綴（５／５）

国立青年の家本部
人事係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 平成１６年度諸規程の制定・改廃関係

国立青年の家本部
総務課総括係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 平成１６年度中期計画

国立青年の家本部
総務課総括係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 評価・調整 平成１６年度点検・評価及び改善に関する重要文書

国立青年の家本部
企画・評価課評価
調整係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１６年度職員の任免等人事関係

国立青年の家本部
総務課人事係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１６年度人事異動上申書（１／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１６年度人事異動上申書（２／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１６年度人事異動上申書（３／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１６年度人事異動上申書（４／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１６年度役員の任免等人事関係

国立青年の家本部
総務課人事係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 平成１６年度法人の登記

国立青年の家本部
総務課総括係

2005年4月1日 無期限 － 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄



2005年度 独立行政法人国立青年
の家本部 評価・調整 点検・評価及び改善に関する重要文書

国立青年の家本部
企画・評価課評価
調整係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 平成１７年度諸規程の制定・改廃関係

国立青年の家本部
総務課総括係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 平成１７年度中期計画

国立青年の家本部
総務課総括係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１７年度職員の任免等人事関係

国立青年の家本部
総務課人事係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１７年度人事異動上申書（１／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１７年度人事異動上申書（２／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１７年度人事異動上申書（３／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１７年度人事異動上申書（４／４）

国立青年の家本部
総務課人事係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度
独立行政法人国立青年
の家本部 人事 平成１７年度役員の任免等人事関係

国立青年の家本部
総務課人事係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 公印台帳

国立青年の家本部
総務課総括係

2006年4月1日 無期限 － 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立青年
の家本部 総括 平成１７年度法人文書ファイル管理簿

国立青年の家本部
総務課総括係

2006年4月1日 常用 － その他 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立青年
の家本部 施設 平成１８年度　施設整備年次計画 72

国立青年の家本部
総務課施設係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 規則関係綴０１ 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 行事・式典 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 中期計画・業務方法書等の認可 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 中期計画・業務方法書等の認可申請関係 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 法人発足前 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 来訪・視察 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 割愛（平成１３年度） 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 雇用保険 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事関係綴１ 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 本給決定（専門職員等）平成１３年度 本部庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 割愛（平成１４年度） 本部庶務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事関係綴２ 本部庶務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 本給決定（専門職員等）平成１４年度 本部経理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 規則関係綴０２ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 規則関係綴０３ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 規則関係綴０４ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 就業規則等関係０１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 就業規則等関係０２ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 割愛（平成１５年度） 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 昇格１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事異動伺１（平成１３年度～平成１５年度） 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事関係綴３ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 退職手当（非常勤含む）１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 特別昇給１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 特別昇給２ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 非常勤職員１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 普通昇給１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 本給決定（専門職員等）平成１５年度 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 労災保険関係１ 本部庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 規則関係（平成１６年度） 本部総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 旅費に関する規則 本部総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄



2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 昇格２ 本部総務課人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事異動伺２（平成１６年度） 本部総務課人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 退職手当（非常勤含む）２ 本部総務課人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 普通昇給２ 本部総務課人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 普通昇給３ 本部総務課人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 各少年自然の家規則集 本部総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 割愛（平成１７年度） 本部総務課人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事異動伺３（平成１７年度） 本部総務課人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事異動伺４（平成１７年度） 本部総務課人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事異動伺５（平成１８年度） 本部総務課人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 人事関係綴４ 本部総務課人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 人事 本給決定（専門職員等）平成１６・１７年度 本部総務課人事係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 機構本部人事課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 文書・広報 公印 本部庶務係 2002年4月1日 無期限 － 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 運営 登記等 本部庶務係 2002年4月1日 無期限 － 紙 総務企画課倉庫 総務企画課長 廃棄

2001年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 決算 平成１３年度決算関係

少年自然の家本部
会計係

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2002年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 決算 平成１４年度決算関係

少年自然の家本部
会計係

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2003年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 決算 平成１５年度決算関係

少年自然の家本部
会計係

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2004年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 決算 平成１６年度決算関係

少年自然の家本部
会計係

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 決算 平成１７年度決算関係

少年自然の家本部
会計係

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄

2005年度 独立行政法人国立少年
自然の家本部 出納 平成１７年度総勘定元帳 75 本部会計係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子データ 財務課倉庫 総務企画課長 廃棄


