
大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

総括・連絡調整 庶務 国立大学法人設立登記申請、印鑑届 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 無期限 本部管理棟４階　総務企画課
学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学学長選挙関係（平成１１年度） 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学学長選挙関係（平成１６年度） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2035/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学学長選挙アンケート（平成１８年度） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2037/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成４年度） 1992/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1993/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成５年度） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程改廃綴（平成６年度） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成７年度） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成８年度） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成９年度） 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１０年度） 1998/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１１年度） 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１２年度） 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１３年度） 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１４年度） 2002/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１５年度） 2003/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃　１（平成１６年度） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃　２（平成１６年度） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１７年度） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１８年度） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2037/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成１９年度） 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 地下倉庫 2038/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２０年度） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 30年 地下倉庫 2039/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２１年度） 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 30年 地下倉庫 2040/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２２年度） 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 地下倉庫 2041/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２３年度） 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2042/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２４年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 地下倉庫 2043/3/31 移管
規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２５年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2044/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２６年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2045/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２７年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2046/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２８年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2047/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成２９年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成３０年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（平成31年度・令和元年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2050/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2051/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2052/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成５年度加除済） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成６年度加除） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成７年度加除） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成８年度） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成９年度加除） 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１０年度加除済） 1998/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１１年度） 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１２年度） 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１３年度） 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１４年度） 2002/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１５年度） 2003/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１５年度） 2003/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１６年度） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１７年度） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集２（平成１７年度） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１８年度） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 地下倉庫 2037/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１９年度） 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 地下倉庫 2038/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成１９年度） 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 地下倉庫 2038/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成２０年度） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 30年 地下倉庫 2039/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集（平成２４年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 地下倉庫 2043/3/31 移管

基金 基金委員会 百周年関係（平成１０年度） 1998/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1999/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 移転関係　起工式　庶務担当分 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 移管

弁護士 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年　 本部管理棟４階　総務企画課 2035/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 法令等の制定・改正（平成１３年度） 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 法令等の制定・改正（平成１７年度） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2036/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 法令等の制定・改正（平成１８年度） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2037/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成２４年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成２５年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成２６年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成２７年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成２８年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成２９年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成３０年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（平成３１年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（平成２７年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（平成２８年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（平成２９年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（平成３０年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年　 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成２４年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2043/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成２５年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2044/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成２６年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2045/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成２７年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2046/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成２８年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2047/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成２９年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成３０年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2050/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 事務連絡会資料（平成２７年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 事務連絡会資料（平成２９年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年　 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 事務連絡会資料（平成３０年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 事務連絡会資料（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 学部改組関係資料（平成５年１月～） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 休暇簿（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

基金 基金委員会 創立１００周年記念事業委員会（平成８年２月～） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 官用自動車事故処理関係（平成８年２月～） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 官用自動車事故処理関係（平成８年１２月～） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

学内会議 学長選考会議 学長選挙（平成５年度） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選挙（平成７年度） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選挙（平成１１年度） 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

渉外 学外団体 審議会関係（平成７年１１月～） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学審議会関係綴　学術審議会関係綴（平成７年７月～８年３月） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学審議会関係綴　学術審議会関係綴（平成８年４月～８年６月） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿

1



大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

学内会議 教育研究評議会 評議会（平成７年６月～８年３月） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会（平成８年４月～９年３月） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会（平成９年度～） 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会議事要旨起案綴（平成５年度～） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会開始通知綴（平成５年度～） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 外国語学部将来計画検討委員会綴（平成６年１月～６年３月） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

渉外 学外団体 大学基準協会綴（平成４年度） 1992/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会綴（平成５年度） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会綴（平成６年度） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会（平成５年度） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会（平成６年度） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会（平成６年７月～７年３月） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会（平成７年４月～８年３月） 1995/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

渉外 学外団体 大学基準協会（平成８年４月～８年１２月） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 大学改革の進捗状況について（平成６年度～） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 組織の廃止転換・再編成に係る検討状況等について（平成８年度） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 組織の廃止転換・再編成に係る検討状況（平成６年１月） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 組織の廃止転換・再編成に係る検討状況について（平成７年１月） 1993/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会議事要旨、資料（平成１４年度） 2002/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

学内会議 教授会 外国語学部教授会資料（平成１２年度） 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

学内会議 教授会 外国語学部教授会資料（平成１３年度①②） 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 移管

学内会議 教授会 外国語学部教授会決裁、議事要旨（平成１４年度） 2002/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について（通知）　（平成１１年９月１４日） 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 学報　～８７号（平成９年２月） 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 移管

点検・評価 点検・評価 卒業生外部評価委員会（平成９年度） 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学法人東京外国語大学規程集　平成１９年５月 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 地下倉庫 2038/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 東京外国語大学規程集　平成１０年度加除済　　保存３０年 1998/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 規程（文部科学省通知）　平成１３年４月～ 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 移管

行事 入学式・卒業式 入学式・卒業式関連（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

行事 入学式・卒業式 入学式・卒業式関連（平成25～平成31・令和元年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 旅行命令簿　先方負担（平成２９年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 旅行命令　平成３０年度（先方負担） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成31年度　旅行命令 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年　 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 着任届　平成２９年度・平成３０年度 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成31年度　物品・役務請求①（役務・修繕費・会議費・文書館） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

内部監査（業務監査部門）　平成２９年度 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 電子媒体 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄 共有サーバー内

内部監査（業務監査部門）　平成３０年度 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 電子媒体 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄 共有サーバー内

総括・連絡調整 庶務 出勤簿（特定有期・非常勤職員）　平成31/令和元年度 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 出勤簿（常勤職員）　令和2年 2020/1/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 名誉教授証　発行　H30.3まで 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 廃棄

規程等の制定改廃 法規 学校教育法・国立大学法人法関係　平成２６年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

その他 ダイバーシティ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（平成28年度・平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

その他 ダイバーシティ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

その他 ダイバーシティ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 経営協議会 役員懇談会（2007年10月～2008年2月） 2007/4/1 総務課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 地下倉庫 2038/3/31 移管
学内会議 経営協議会 役員懇談会（2008年3月～2008年6月） 2008/4/1 総務課 総務企画課 紙 2009/4/1 30年 地下倉庫 2039/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会第１回～第５回（平成16年度） 2004/4/1 総務課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会第６回～第７回（平成17年度） 2005/4/1 総務課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会第８回～第９回（平成17年度） 2005/4/1 総務課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会第10回～第11回（平成18年度） 2006/4/1 総務課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 地下倉庫 2037/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会第12回～第15回（平成19年度） 2007/4/1 総務課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 地下倉庫 2038/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 独法化運営組織ＷＧ（2002年度） 2002/4/1 総務課 総務企画課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管
連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 独法化運営組織ＷＧ（2003年度） 2003/4/1 総務課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 国立大学設置法の改正に伴う学内規程の改正関係　平成１２年度 2000/4/1 総務課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管
規程等の制定改廃 法規 組織規程関係綴　平成５年度～ 1993/4/1 総務課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 全学移転分科会　　図書　大学会館　キャンパス　体育　　post2000年　　平成１１年３月～ 1998/4/1 総務課 総務企画課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管
連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 教員免許状関係綴　平成５年度 1993/4/1 総務課 総務企画課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管
連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 教育職員免許状の課程認定の申請に係る原議等　平成７年度 1995/4/1 総務課 総務企画課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 組織規程関係綴　平成４年度 1992/4/1 総務課 総務企画課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2023/3/31 移管
連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 法人化対応（調書・資料等）　平成１４年度～ 2002/4/1 総務課 総務企画課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管
連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 大学院四専攻へ改組に伴う教員免許課程認定　平成１７年９月申請 2005/4/1 総務課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管
連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 学部等の設置関係書類　平成１６年以降 2004/4/1 総務課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 平成24年規程制定・改廃Ⅱ 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 地下倉庫 2043/3/31 移管
規程等の制定改廃 法規 平成24年規程制定・改廃Ⅱ 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 地下倉庫 2043/3/31 移管

学内会議 教授会 言語文化学部教授会（平成27年4月～平成28年3月） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際社会学部教授会（平成27年4月～平成28年3月） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学　研究科/研究院　教授会（平成26年9月～平成27年3月） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学　研究科/研究院　教授会（平成27年4月～10月） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成20年度） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2039/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成21年度） 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2040/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成22年度） 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2041/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成23年度） 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2042/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2043/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成25年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2044/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2045/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2046/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 経営戦略会議（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 経営戦略会議（平成25年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 経営戦略会議（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 経営戦略会議（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 部局長連絡会議（平成25年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 部局長連絡会議（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 学部・研究科との懇談会 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 移管

秘書 秘書 国立大学の機能強化に関する委員会WG 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

秘書 秘書 宮崎理事（平成26年4月～） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

秘書 秘書 立石学長（平成26年4月～平成27年3月） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学内会議 事務連絡会 留学生日本語教育センターとの懇談会 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

学内会議 役員会 役員会資料（2004年4月1日～2004年11月2日） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（2004年11月9日～2005年3月29日） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（2005年4月5日～2005年6月21日） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成16年4月～平成16年6月） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成16年2月～7月） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（2005年7月4日～2005年12月27日） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（2006年1月10日～2006年3月28日） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成20年5月～平成21年3月） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料　３（平成18年4月4日～6月20日） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料　４（平成18年6月27日～10月10日） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料　５（平成18年10月16日～平成19年3月26日） 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

学内会議 役員会 役員会資料　６（平成19年3月27日～9月11日） 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料　７（平成19年9月23日～平成20年3月3日） 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料　８（平成20年3月18日～平成21年1月16日） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料　１０（平成22年1月26日～） 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成21年4月～平成22年4月） 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成22年4月～平成23年3月） 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成23年3月～平成24年1月） 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成24年2月～平成24年12月） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成25年1月～平成26年3月） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2034/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成26年4月～平成27年3月） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2035/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会資料（平成27年4月～平成28年3月） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2036/3/31 移管

学内会議 役員会 役員懇談会（平成20年5月～平成20年9月） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

学内会議 役員会 役員懇談会（平成20年10月～平成20年12月） 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

学内会議 役員会 役員懇談会（平成21年1月～平成21年3月） 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 移管

秘書 秘書 日本文化芸術機構　顧問 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

秘書 秘書 「スーパーグローバル大学」構想調書【タイプA】（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2045/3/31 移管

秘書 秘書 「スーパーグローバル大学」構想調書【タイプB】（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2045/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成24年4月～平成24年10月） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成24年10月～平成25年4月） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成25年４月～） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成26年1月～平成26年3月） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成26年4月～平成26年9月） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成26年10月～平成27年3月） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成27年4月～平成27年10月） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成27年11月～平成28年3月） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 学長室会議（平成24年～平成25年） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議（平成26年～平成27年） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学学長選考会議（平成24年） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2043/3/31 移管

秘書 秘書 部局長推薦任命（平成26年度～令和2年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学外会議 四大学連合学長会議 四大学連合学長会議（平成28年～） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 廃棄

法人文書管理 開示請求 開示請求（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 廃棄

法人文書管理 開示請求 開示請求（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 廃棄

学内会議 近隣町内会との交流会 近隣町内会との交流会（令和2年） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

秘書 秘書 監事（平成28年） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 廃棄

秘書 秘書 立石学長　学外委員等委嘱関係 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 廃棄

文書館 文書館 大学文書館運営委員会・文書館会議 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 移管

文書館 文書館 大学文書館 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

内部監査（平成26年～） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2045/3/31 移管

コンプライアンス、危機管理 危機管理委員会 危機管理委員会 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画推進室 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 廃棄

連絡調整（経営） 庶務 予算関係（平成29年～令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

連絡調整（経営） 庶務 予算関係（令和3年度～） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

秘書 秘書 監事 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

秘書 秘書 原稿３（平成24年～） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

学内会議 事務連絡会 大学執行部との懇談会 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

規程等の制定改廃 法規 学校教育法・国立大学法人法の改正 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 移管

秘書 秘書 2020東京オリンピック・パラリンピック 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 平成30年度学長選考会議 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2049/3/31 移管

連絡調整（経営） 庶務 予算関係（平成29年～） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 廃棄

渉外 学外団体 国大協資料（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学内会議 学長室会議 学長室会議（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2048/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2038/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長懇談会（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 移管

秘書 秘書 立石学長（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 廃棄

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2049/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2039/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長懇談会（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

秘書 秘書 立石学長（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 廃棄

渉外 学外団体 多摩アカデミックコンソーシアム（令和2年～） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

文書館 文書館 大学文書館運営委員会・文書館会議（平成28年～） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

秘書 秘書 東京都との定例懇談会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 廃棄

連絡調整（経営） 庶務 予算関係（平成25年～） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 廃棄

秘書 秘書 学長アドバイザー（平成29年～） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 廃棄

文書館 文書館 大学文書館（平成29年～） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書管理（令和2年～） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2051/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2050/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2040/3/31 移管

学内会議 教授会 言語文化学部教授会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際社会学部教授会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際日本学部教授会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究院教授会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院国際日本学研究院教授会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究科教授会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 役員会 役員懇談会（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2040/3/31 移管

秘書 秘書 林学長①（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

秘書 秘書 林学長②（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 廃棄

学内会議 学長室会議 学長室会議①（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議②（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2030/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2051/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2041/3/31 移管

学内会議 役員会 役員懇談会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2041/3/31 移管

学内会議 教授会 言語文化学部教授会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際社会学部教授会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際日本学部教授会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究院教授会（令和２年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院国際日本学研究院教授会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究科教授会（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

学内会議 学長室会議 学長室会議①（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議②（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 移管

秘書 秘書 林学長①（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

秘書 秘書 理事・副学長（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

秘書 秘書 平林局長（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

秘書 秘書 照会事項（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

渉外 学外団体 国大協資料（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

渉外 学外団体 国大協林学長（2019年4月～） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2047/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長懇談会（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2037/3/31 移管

秘書 秘書 立石学長（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 廃棄

秘書 秘書 立石学長（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

秘書 秘書 山田局長（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学内会議 事務連絡会 部局長懇談会（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2029/3/31 移管

監事監査関係 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2041/3/31 移管

監事内部監査 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2045/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 アジア・アフリカ言語文化研究所との懇談会 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

学内会議 事務連絡会 部局長懇談会（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2027/3/31 廃棄

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 大学改革強化事業推進本部 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 学部改編に関する進路指導担当者説明会 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2042/3/31 移管

学内会議 教授会 留学生日本語教育センター教授会（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

学内会議 教授会 アジア・アフリカ言語文化研究所教授会（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

学内会議 教授会 外国語学部教授会 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2023/3/31 廃棄

法人文書管理 文書管理 法人文書の管理の状況調査（平成24年～平成26年） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2043/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議③（令和2年度) 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議①（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2052/3/31 移管

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2042/3/31 移管

学内会議 教授会 言語文化学部教授会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際社会学部教授会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際日本学部教授会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究院教授会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院国際日本学研究院教授会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究科教授会（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

秘書 秘書 林学長（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学外会議 全国外大学長会議 全国外大学長会議（令和２年～） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄

秘書 秘書 三水会（令和2年～） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2026/3/31 廃棄

渉外 学外団体 多摩アカデミックコンソーシアム（平成25年～平成31年） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 廃棄

学内会議 教授会 言語文化学部教授会　外国語学部教授会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

学内会議 教授会 国際社会学部教授会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究科教授会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

学内会議 教授会 大学院国際日本学研究院教授会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究院教授会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

学内会議 教授会 言語文化学部教授会　外国語学部教授会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 教授会 国際社会学部教授会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 教授会 国際日本学部教授会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究科教授会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究院教授会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 教授会 大学院国際日本学研究院教授会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 令和２年度　物品・役務請求 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和元年度　物品・役務請求②（物品・立替金） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 郵便切手払出簿（平成23年～令和２年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 郵便切手払出簿（令和３年度～） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和２年度　郵便集計 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和３年度　郵便集計 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成31年度　郵便集計 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 レターパック払出簿 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 レターパック払出簿 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 レターパック払出簿 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 公印押印管守簿 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 公印押印管守簿 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成31年度　書留受付簿 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和2年度　書留受付簿 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和3年度　書留受付簿 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和2年度　謝金 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成31年度　謝金 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 ダイバーシティ　謝金　平成29年度 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 ダイバーシティ　謝金　平成30年度 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 ダイバーシティ　謝金　平成31年度 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　郵便集計 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成30年度　郵便集計 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　書留受付簿 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成30年度　書留受付簿 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　謝金 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成30年度　謝金 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 着任届（平成29年度～ 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　旅行命令① 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　旅行命令② 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 旅行命令簿　先方負担（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成30年度　旅行命令 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 旅行命令簿　先方負担（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和2年度　旅行命令 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 令和3年度　旅行命令 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　物品・役務請求①（役務） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成29年度　物品・役務請求②（物品・会議費・文書館・立替金・修理費） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成30年度　物品・役務請求①（役務） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 平成30年度　物品・役務請求②（物品・会議費・文書館・立替金・修理費） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 電報発信簿 1998/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1999/4/1 常用 本部管理棟４階　総務企画課 無期限保管

総括・連絡調整 庶務 電報発信簿　H14～ 2002/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2003/4/1 常用 本部管理棟４階　総務企画課 無期限保管

総括・連絡調整 庶務 電報・謹告通知等　（平成26年度～） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 非常勤職員等雇用関係（派遣職員含む）　平成28年度、平成29年度 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 非常勤職員等雇用関係　平成30年度 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 非常勤職員等雇用関係　令和2年度 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 勤務時間報告　平成29年度 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 勤務時間報告　平成30年度 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

総括・連絡調整 庶務 勤務時間報告　平成31（令和元）年度 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 公印押印看守簿　令和3年度 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/4/1 廃棄

総括・連絡調整 庶務 PASMO管理簿　総務用 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟４階　総務企画課
総括・連絡調整 庶務 PASMO管理簿　役員用 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟４階　総務企画課

その他 ダイバーシティ
平成29年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（消耗品費、国内旅費、外国人

招へい旅費）　1/3
2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

その他 ダイバーシティ 平成29年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（諸謝金費）　2/3 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

その他 ダイバーシティ 平成29年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（印刷製本費、雑役務費）　3/3 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 公印関係　自　昭和30年6月　至　平成　年　月 1955/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1956/4/1 無期限 本部管理棟４階　総務企画課
学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画関係書類（平成二十六年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

学内会議 男女共同参画推進部会 男女参画関係 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画推進部会（2020年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画推進部会（2019年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画推進部会　議事要旨 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

法人文書管理 文書管理 法人文書関係（平成二十四年度～二十八年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2047/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 公印押印看守簿　平成29年度 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 庶務 公印押印看守簿　平成30年度 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 廃棄

その他 ダイバーシティ 平成28年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ　古資料（余り分） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

その他 ダイバーシティ 平成30年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ　消耗品費　国内旅費　1/3 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

その他 ダイバーシティ 平成30年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ　外国人等招へい旅費　2/3 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

その他 ダイバーシティ
平成30年度【補助金】ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ　諸謝金　印刷製本費　雑役務

費　3/3
2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学　第2期学長選考会議　No.1 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2036/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学　第2期学長選考会議　No.2 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2038/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2038/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 国立大学法人東京外国語大学学長選考 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2041/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

秘書 秘書
国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議

文科省の回答のみ　H19.20.24.25.26
2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

その他 保育所 国立大学法人東京外国語大学府中キャンパス保育所設置・運営事業提案書 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 新型コロナウイルス感染症　関連 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

行事 入学式・卒業式 入学式・卒業式（2019・2020年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

行事 入学式・卒業式 入学式・卒業式（2021年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

行事 入学式・卒業式 入学式・卒業式 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 ～R3年度　PASMO管理簿　総務企画課 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟４階　総務企画課
総括・連絡調整 庶務 外語祭パンフレット　引換券　その他　発送関係 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 イベント関係 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 日新学寮記念碑 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 北区西ヶ原外語大跡地「東京外国語大学記念施設（仮称）」関係 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

コンプライアンス、危機管理 危機管理委員会 東日本大震災関係（平成二十三年度） 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2042/3/31 移管

コンプライアンス、危機管理 危機管理委員会 大震災対応マニュアル　検討作業部会 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2046/3/31 移管

東京外大フラメンコの夕べ　TUFS日西交流400年事業講演会 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

その他 ダイバーシティ 若手研究者キャリア形成支援セミナー　2017　7/11.12/21 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 廃棄

学内会議 近隣町内会との交流会 朝日町近隣町内会との交流会（平成二十五～令和元年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 廃棄

渉外 学外団体 西東京三大学連携事業　「標準化」講義 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

総括・連絡調整 文書管理 視察委員による実地視察関係 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 廃棄

基金 基金委員会 税額控除に係る証明申請関係（就学支援事業基金、現物資産活用基金） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

基金 建学150周年基金 建学150周年基金関係（覚書等） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

基金 建学151周年基金 建学150周年基金関係 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

基金 建学152周年基金 建学150周年基金 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

基金 建学153周年基金 建学150周年基金募金室会議関係 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

基金 基金委員会 「グローバル人材育成支援」基金 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

学内会議 監事候補者選考委員会 監事選考委員会 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会　（令和３年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2052/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会　（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2052/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会　（令和元年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2050/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会　（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会（第36回～第40回) 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2043/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会（第41回) 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2044/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2045/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(平成25年度～平成26年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2046/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2046/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2047/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2050/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2051/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議(令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2052/3/31 移管

基金 基金委員会 令和3年度 基金委員会 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

基金 基金委員会 令和2年度 基金委員会 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

基金 基金委員会 平成31年度 基金委員会 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

基金 基金委員会 平成30年度 基金委員会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

基金 基金委員会 平成29年度基金委員会 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

基金 基金委員会 異文化交流施設整備基金 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

渉外 学外団体 西東京三大学　設置検討資料 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

その他 ダイバーシティ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 廃棄

その他 ダイバーシティ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 廃棄

その他 ダイバーシティ ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄

基金 基金委員会 平成30年度　旅費・奨学金（基金委員会） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

基金 基金委員会 平成29年度　旅費・奨学金（基金委員会） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

学内会議 近隣町内会との交流会 朝日町近隣町内会との交流会（平成十四年度～平成二十四年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄
総括・連絡調整 庶務 会計関係（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管
総括・連絡調整 庶務 会計関係（平成25年度）（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管
総括・連絡調整 庶務 非常勤職員等雇用関係（派遣職員含む）　平成26年度、平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

行事 入学式・卒業式 九月卒業式（平成十五年度～） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

学内会議 経営協議会 経営協議会　（第１回～第６回） 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

学内会議 役員会 役員懇談会 2008/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2009/4/1 20年 地下倉庫 2029/3/31 移管
規程等の制定改廃 法規 規程 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 学部改組関係資料（～平成４年１２月まで） 1992/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2023/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管
学内会議 教育研究評議会 平成十二年度　評議会資料 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 学部改革（文科省提出書類） 1994/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

学内会議 学長選考会議 経営協議会　学長選考会議 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管
総括・連絡調整 庶務 平成24,25年　原議書 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 30年 地下倉庫 2044/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 平成十二年度　評議会議事要旨・資料　一 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 平成十二年度　評議会議事要旨・資料　二 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 平成十三年度　評議会議事要旨・資料 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会議事要旨・資料 １７ 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会議事要旨・資料 平成五.四～平成十.三 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会議事要旨・資料(持回資料除く)平成十年四月～ 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 移転関係 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会 2005/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管
学外会議 自然エネルギー大学リーグ 自然エネルギー大学リーグ 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 廃棄
学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画推進部会（2021年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管
その他 保育所 学内保育所 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管
その他 保育所 学内保育所 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管
その他 保育所 学内保育所 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

総括・連絡調整 庶務 沿革 1996/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 評議会＆部局長懇談会 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 規程　制定改廃手続中 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

法人文書管理 開示請求 情報公開関係① 1999/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

法人文書管理 開示請求 情報公開関係② 2000/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

学内会議 教授会 言語文化学部教授会資料（H25） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

渉外 学外団体 大学基準協会（平成１６年４月～平成２３年３月） 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 廃棄

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 外国語学部将来計画検討委員会/自己点検評価小委員会（平成9年） 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 外国語学部将来計画検討委員会/自己点検評価小委員会（平成10年） 1998/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/4/1 移管

連絡調整（大学運営・企画） 改組・課程認定 外国語学部将来計画検討委員会綴（平成9年～13年） 1997/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（平成16年度） 2004/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

その他 ダイバーシティ 男女共同参画推進室（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

学内会議 経営協議会 経営協議会第28回～第32回（平成22年度） 2010/4/1 総務課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 地下倉庫 2041/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会第32回～第35回（平成23年度） 2011/4/1 総務課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 地下倉庫 2042/3/31 移管
学内会議 事務連絡会 新型コロナウイルス感染症対策会議（2019～2020年度）No2 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

基金 基金委員会 学生後援会（2019～2020年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

2020年2月国際社会学部ゼミに関する問題について 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

学内会議 事務連絡会 新型コロナウイルス感染症対策会議（2020年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 電子媒体 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管 共有サーバー内

規程等の制定改廃 法規 学則その他諸規則の制定改廃等について 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2037/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 平成十三年度　学長選挙関係 2001/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2002/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議②（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 移管
渉外 学外団体 多文化共生教育コンソーシアムに関する協定書 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄

学内会議 近隣町内会との交流会 近隣町内会との交流会（令和3年） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2031/3/31 廃棄
学内会議 教授会 言語学部教授会②（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄
学内会議 教授会 国際社会学部教授会②（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄
学内会議 教授会 国際日本学部教授会②（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2032/3/31 廃棄
学内会議 経営協議会 経営協議会第１回～第６回（平成１６年４月～） 2004/4/1 総務課 総務課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 廃棄
学内会議 役員会 役員懇談会（2008年4月～2008年6月） 2008/4/1 総務課 総務課 紙 2009/4/1 20年 地下倉庫 2029/3/31 移管

法人文書管理 開示請求 個人情報・情報公開関連（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 廃棄
法人文書管理 開示請求 個人情報・情報公開関連（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 廃棄
法人文書管理 開示請求 個人情報・情報公開関連（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 廃棄

総括・連絡調整 文書管理 通知文書関係(令和4年度) 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟4階　総務企画課 2033/3/31 移管
総括・連絡調整 文書管理 回答文書関係(令和4年度) 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

行事 入学式・卒業式 入学式・卒業式（2022年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2033/3/31 移管
総括・連絡調整 文書管理 新型コロナウイルス感染症　関連（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管
法人文書管理 開示請求 個人情報・情報公開関連（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2033/3/31 廃棄

学内会議 男女共同参画推進部会 男女共同参画推進部会（2022年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2033/3/31 移管
学内会議 経営協議会 経営協議会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2053/3/31 移管

秘書 秘書 平成26年度スーパーグローバル大学創生支援事業採択関連資料等 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2025/3/31 廃棄

学外会議 多摩地域大学理事長・学長会議／懇談会 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟５階　秘書室 2024/3/31 廃棄

秘書 秘書 雑件1/2(平成29年4月～10月） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 廃棄

秘書 秘書 雑件2/2(平成29年1月～3月） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2028/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際日本学部教授会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 廃棄

学内会議 教授会 国際社会学部教授会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 廃棄

学内会議 教授会 言語文化学部教授会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究科教授会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院総合国際学研究院教授会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 廃棄

学内会議 教授会 大学院国際日本学研究院教授会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 廃棄

学内会議 総合戦略会議 総合戦略会議（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 移管

学内会議 役員会 役員会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 20年 本部管理棟５階　秘書室 2043/3/31 移管

学内会議 教育研究評議会 教育研究評議会（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 30年 本部管理棟５階　秘書室 2053/3/31 移管

学内会議 理事・副学長会議 理事・副学長会議（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 移管

学内会議 学長室会議 学長室会議（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 移管

秘書 秘書 林学長（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟５階　秘書室 2033/3/31 移管

規程等の制定改廃 法規 学内規程等制定・改廃（令和4年） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2053/3/31 移管

学内会議 学長選考会議 学長選考会議（令和4年度） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2053/3/31 移管

学内会議 本部連絡会議 本部連絡会議（旧コロナ会議） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 電子媒体 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管 共有サーバー内

学内会議 本部連絡会議 本部連絡会議（旧コロナ会議） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 電子媒体 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管 共有サーバー内

学内会議 本部連絡会議 本部連絡会議（旧コロナ会議） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 電子媒体 2023/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2033/3/31 移管 共有サーバー内
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 組織規程関係綴　平成４年度 1992/4/1 総務課 総務課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 組織規程関係綴　平成５年度～ 1993/4/1 総務課 総務課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（正規の課程）　平成４

年１１月
1992/4/1 総務課 総務課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（大学院の課程）　平成

５年１０月
1993/4/1 総務課 総務課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（正規の課程）　平成５

年１１月
1993/4/1 総務課 総務課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 教員免許状関係綴　平成５年度 1993/4/1 総務課 総務課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（大学学部等の課程）

平成７年９月
1995/4/1 総務課 総務課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 教育職員免許状の課程認定の申請に係る原議等　平成７年度 1995/4/1 総務課 総務課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（大学学部等の課程）

平成１０年１２月
1998/4/1 総務課 総務課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 全学移転分科会　　図書　大学会館　キャンパス　体育　　post2000年　　平成１１年３月～ 1998/4/1 総務課 総務課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 全学移転分科会　　図書　大学会館　キャンパス　体育　　post2000年　　平成１１年３月～ 1999/4/1 総務課 総務課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 国立大学設置法の改正に伴う学内規程の改正関係　平成１２年度 2000/4/1 総務課 総務課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 課程認定申請関係　平成１４年度 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 独法化運営組織の設計に関するＷＧ（2002年度） 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 独法化運営組織の設計に関するＷＧ（2003年度） 2003/4/1 総務課 総務課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 法人化対応（調書・資料等）　平成１４年度～ 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 法人化関連申請及び諸届綴　Ⅰ 2003/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2034/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 法人化関連申請及び諸届綴　Ⅱ 2003/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2034/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 概算要求関係　平成１５年度 2003/4/1 総務課 総務課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 学部等の設置関係書類　平成１６年以降 2004/4/1 総務課 総務課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 大学院四専攻へ改組に伴う教員免許課程認定　平成１７年９月申請 2005/4/1 総務課 総務課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 国立大学法人東京外国語大学規程集　平成２０年４月１日現在 2008/4/1 総務課 総務課 紙 2009/4/1 30年 地下倉庫 2039/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 設置計画履行状況等調査（言語文化学部、国際社会学部） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 外部からのアンケート調査等（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成２５年度計画 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 ミッションの再定義 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 大学情報データベース／大学ポートフォリオ（平成２４年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 大学機関別認証評価（第２サイクル）　Ⅱ 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 大学機関別認証評価（第２サイクル）　各種アンケート 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成２４年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成25年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 中期目標・中期計画 将来構想部会（平成25年度～） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 外部からのアンケート調査等（平成２５年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 大学情報データベース／大学ポートフォリオ（平成２５年度） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成26年度計画 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 平成26年スーパーグローバル大学創成支援　構想調書 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 外部からのアンケート調査等（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画① 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成27年度計画 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 平成28年度　大学院総合国際学研究科博士前期課程改組 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2051/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成28年度計画 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成27事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2026/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 第二期中期目標期間データ分析集 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 卒業生アンケート（平成26年度・平成27年度分） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 点検・評価室会議（平成27年度～） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 卒業生アンケート（平成27年度第２回） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 外部からのアンケート調査等（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成29年度計画 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 卒業生アンケート（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 大学ポートレート（平成22～27年度分） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 外部からのアンケート調査等（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 設置計画履行状況等調査（大学院総合国際学研究科博士前期課程） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 平成30年度　大学院総合国際学研究科博士後期課程改組 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2047/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 中期目標・中期計画 第３期中期目標・中期計画の変更 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 卒業生アンケート（平成27年度第2回） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成30年度計画 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 第3期中期目標期間評価Ⅰ 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 平成29年度外部からのアンケート調査等 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 全学点検・評価委員会（平成29年度～） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成29年度卒業生アンケート 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 移管
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 国際日本学部設置関係（高校生アンケート） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 国際日本学部設置関係 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 西東京3大学共同専攻設置関係Ⅰ 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 西東京3大学共同専攻設置関係Ⅱ 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 西東京3大学共同専攻設置関係Ⅲ 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 東京外国語大学大学院総合国際学研究科共同サステイナビリティ研究専攻設置計画書 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 東京外国語大学大学院総合国際学研究科共同サステイナビリティ研究専攻設置計画書（抜粋） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2048/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 平成31年度計画 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 大学機関別認証評価（第3巡目）Ⅱ 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 平成30年度外部からのアンケート調査等 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成30年度卒業生アンケート 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 移管
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 設置計画履行状況等調査（大学院総合国際学研究科博士後期課程　平成30年度設置） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2029/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 西東京3大学共同専攻設置関係Ⅳ 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学大学院総合国際学研究科共同サステイナビリティ研究専攻設置計画に係る補正計画

書
2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
東京外国語大学大学院総合国際学研究科共同サステイナビリティ研究専攻設置計画に係る補正計画

書（抜粋）
2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2049/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 年度計画 令和2年度及び令和3年度計画 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成31年度及び第3期中期目標期間（平成28～31年度）に係る実績報告書 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（平成31年度） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間）① 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間）② 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 平成31年度外部からのアンケート調査等 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間）① 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間）② 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（第三期中期目標期間） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成28事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング資料 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 第2期教育研究評価に係るヒアリング資料　平成29年1月20日 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2028/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 第三期中期目標期間における中間評価（令和2年度実施）関係資料 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 教育研究評価に使用するデータ（旧大学情報データベース） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成30年度点検・評価フォーマット及び根拠資料 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 地下倉庫 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 中期目標・中期計画 将来構想専門部会（令和2年度～） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 中期目標・中期計画 第4期中期目標・中期計画 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（令和3年度） 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 令和元年度大学機関別認証評価訪問調査根拠資料① 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 令和元年度大学機関別認証評価訪問調査根拠資料② 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 令和元年度大学機関別認証評価事前相談（第2回）根拠資料 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 認証評価3巡目　機構事前相談手持ち資料 総務企画課 総務企画課 紙 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査（令和2年度） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 大学機関別認証評価（第Ⅲサイクル）Ⅰ 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2025/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 平成25年度大学機関別認証評価自己評価書・別添資料 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
学校基本調査 学校基本調査 総務企画課 総務企画課 紙 10年 本部管理棟４階　総務企画課 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 全学点検・評価委員会（令和元年度～） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 令和2年度外部からのアンケート調査等 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 大学機関別認証評価（第２サイクル）Ⅲ 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 平成31年度認証評価関連 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2030/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 国立大学法人評価委員会資料Ⅳ 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 卒業生アンケート（平成24年度）② 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 卒業生アンケート（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 企業アンケート（平成24年） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 企業アンケート（平成24年）② 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 平成２４年度実績報告書 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 東南アジア語学科・大学院課程認定申請に係る原義綴（平成４年度） 1992/4/1 総務課 総務課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 平成１４年度大学改革推進室（法人化対応室） 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定等（認定通知等） 1998/4/1 総務課 総務課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 認証評価 大学機関別認証評価　自己評価書・別添資料　　平成２５年度実施 2013/4/1 総務課 総務課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別集計① 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別集計② 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別集計③ 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別自由記述① 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別自由記述② 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別自由記述③ 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別自由表記一覧① 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度授業評価アンケート（後期）科目別自由表記一覧② 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成25年度大学機関別認証評価対応　　アンケート調査関連資料 2013/4/1 総務課 総務課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 平成24年度満足度調査 2012/4/1 総務課 総務課 紙 2013/3/31 10年 地下倉庫 2023/3/31 移管
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

文書管理 大学の設置等に係る提出書類の手引き（令和4年度開設用） 2020/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2031/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 平成24年度　外国語学部改組 2011/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2042/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 平成25年度　教育関係共同利用拠点公募 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2024/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 学部改組関係資料（H24） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2043/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 学部改編関係資料 2007/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2008/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2038/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 学部改組関係資料　～H22/10 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2041/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 外国語学部　改編検討資料　② 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2041/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 外国語学部　改編検討資料　① 2010/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2041/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 平成21年度　大学院地域文化研究科博士後期課程改組及び名称変更 2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2040/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定
平成21年度　大学院地域文化研究科博士後期課程改組及び名称変更（規程関係、会議・打合せ資

料）
2009/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2010/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2040/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 平成18年度　大学院地域文化研究科博士前期課程改組 2006/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2037/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 高等教育の修学支援新制度（機関要件の確認手続き関係） 2019/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2020/4/1 10年 地下倉庫 2030/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

改組・課程認定 法人化関連申請及び諸届綴　Ⅲ 2003/4/2 総務企画課 総務企画課 紙 2004/4/1 30年 本部管理棟４階　総務企画課 2034/3/31 移管

(11) 大学の組織及び運営に係る企
画並びに連絡調整に関すること。

法令等に基づく認可申請等 ミッションの再定義　提出資料　東京外国語大学 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟５階　総務企画課 2023/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 大学教育の成果等アンケート調査 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 令和３事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 法人評価 第3期中期目標期間評価Ⅱ 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 中期目標・中期計画 第４期年次計画 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

(14) 点検・評価に関すること。 点検・評価 全学点検・評価委員会（令和４年度～） 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2033/3/31 移管
(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 令和３年度外部からのアンケート調査等 2021/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2032/3/31 移管

(7) 調査統計及び情報の収集・分析
（ 他の課室の所掌に属するものを

除く。） に関すること。
調査・アンケート 令和４年度外部からのアンケート調査等 2022/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟４階　総務企画課 2033/3/31 移管

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（行政指導関係）（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成17年度） 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成18年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成19年度） 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 障害者雇用（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 その他 労使協定 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 20年 本部管理棟4階人事労務課 2042/3/31 移管

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 組合交渉関係（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 職員団体 職員代表委員会委員選出関係（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 その他 学校教育法等の一部を改正する法律等の施行等について 1999/9/14 人事労務課 人事労務課 紙 1999/9/14 30年 本部管理棟地下１階 2030/3/31 廃棄

人事労務係 その他 キャンパスカード発行依頼綴（非常勤職員）　令和２年度～ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 その他 キャンパスカード発行依頼綴（非常勤職員）　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 その他 コロナウイルス感染症対応 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 移管

人事労務係 その他 時間給職員（パート職員）採用希望登録シート 随時 人事労務課 人事労務課 紙 随時 1年 本部管理棟4階人事労務課 受付後１年 廃棄

人事労務係 非常勤職員 非常勤講師履歴関係 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 2040/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成１０年度非常勤講師 1997/11/12 人事労務室 人事労務室 紙 1997/11/12 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成１０年講師（中核的研究機関研究員）関係 1998/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成１０年度 教務補佐員関係綴 1998/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成１0年度 時間給職員 1998/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度 時間給職員 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度 時間給職員（教務系・研究員等） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度 時間給職員（変更・辞職等） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度 時間給職員（教務系・研究員等） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度 時間給職員（変更・辞職等） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度 時間給職員（リサーチ･アシスタント） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系1 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系2 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員（教務系・研究員等）1 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員（教務系・研究員等）2 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員（ティーチング･アシスタント）1 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員（ティーチング･アシスタント）2 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員（変更・辞職等） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度 時間給職員（リサーチ･アシスタント） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系1 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系2 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員（教務系・研究員等）1 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員（教務系・研究員等）2 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員（ティーチング･アシスタント）1 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員（ティーチング･アシスタント）2 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員（変更・辞職等） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度 時間給職員（リサーチ･アシスタント） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系1 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系2 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員（教務系・研究員等）1 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員（教務系・研究員等）2 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員（ティーチング･アシスタント）1 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員（ティーチング･アシスタント）2 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度 時間給職員（変更・辞職等） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系① 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系② 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　教務・研究員等① 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　教務・研究員等② 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　事務控・変更・辞職等 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　ティーチング･アシスタント① 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度 時間給職員　ティーチング･アシスタント②　リサーチ・アシスタント 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課
2024/3/31

廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系① 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系② 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　教務・研究員等① 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　教務・研究員等② 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　事務控・変更・辞職等 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　ティーチング･アシスタント① 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度 時間給職員　ティーチング･アシスタント②　リサーチ・アシスタント 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課
2025/3/31

廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系① 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　時間給職員　教務・研究員等① 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　時間給職員　教務・研究員等② 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　時間給職員　事務控・変更・辞職等 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　時間給職員　ティーチング･アシスタント① 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　ティーチング･アシスタント②　リサーチ・アシスタント 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成９年度非常勤講師 1997/3/31 人事労務室 人事労務室 紙 1997/3/31 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　時間給職員　教務・研究員等① 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　時間給職員　教務・研究員等② 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　時間給職員　事務控・変更・辞職等 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　時間給職員　ティーチング･アシスタント① 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　時間給職員　ティーチング･アシスタント②　リサーチ・アシスタント 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31
廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系① 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和２年度　 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系② 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　時間給職員　教務・研究員等① 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　時間給職員　教務・研究員等② 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　時間給職員　事務控・変更・辞職等 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　時間給職員　ティーチング･アシスタント① 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　時間給職員　ティーチング･アシスタント②　リサーチ・アシスタント 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系① 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和３年度　 時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系② 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度非常勤講師関係綴１ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度非常勤講師関係綴２ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度非常勤講師関係綴３ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度非常勤講師関係綴４ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度非常勤講師関係綴５ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２３年度非常勤講師関係綴６ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度非常勤講師関係綴１ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度非常勤講師関係綴２ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度非常勤講師関係綴３ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度非常勤講師関係綴４ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２４年度非常勤講師関係綴５ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度非常勤講師関係綴１ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度非常勤講師関係綴２ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度非常勤講師関係綴３ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度非常勤講師関係綴４ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２５年度非常勤講師関係綴５ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度非常勤講師関係綴１ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度非常勤講師関係綴２ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度非常勤講師関係綴３ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度非常勤講師関係綴４ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２６年度非常勤講師関係綴５ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度非常勤講師関係綴１ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度非常勤講師関係綴２ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度非常勤講師関係綴３ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度非常勤講師関係綴４ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２８年度非常勤講師関係綴５ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度非常勤講師関係綴１ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度非常勤講師関係綴２ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度非常勤講師関係綴３ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度非常勤講師関係綴４ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成２９年度非常勤講師関係綴５ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度非常勤講師関係綴１ 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度非常勤講師関係綴２ 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度非常勤講師関係綴３ 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３０年度非常勤講師関係綴４ 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 平成３１年度（令和元年度）　時間給職員　共通事項　事務・技術・技能系② 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和元年度非常勤講師関係綴１ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和元年度非常勤講師関係綴２ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和元年度非常勤講師関係綴３ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和元年度非常勤講師関係綴４ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和2年度非常勤講師関係綴１ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和2年度非常勤講師関係綴２ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和2年度非常勤講師関係綴３ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和2年度非常勤講師関係綴４ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和3年度非常勤講師関係綴１ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 非常勤職員 令和3年度非常勤講師関係綴２ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 非常勤職員 令和3年度非常勤講師関係綴３ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成20年） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成21年） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成22年） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成23年） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成24年） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成25年） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成26年） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成27年） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成28年） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成29年） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成30年） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（平成31年） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（令和2年） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 育児休業 育児休業関係綴（令和3年） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成２～８年度） 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成９～１２年度） 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 川田順造叙勲資料　平成２２年春 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2031/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 紫綬褒章関係　大塚和夫　平成２０年度 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 死亡叙位・叙勲（平成２～８年度） 1990/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1990/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 死亡叙位・叙勲（平成９～１３年度） 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 死亡叙勲・叙位関係　平成１６年度～平成１８年度 2004/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2005/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2027/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 死亡叙勲・叙位関係　平成１９年度～ 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2028/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 死亡叙勲・叙位関係　平成２６年度～ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係　平成２２年度～ 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2031/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係　平成２４年秋～ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係　平成２６年秋～ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係　平成２９年春～ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係　2019秋～ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係　2022秋～ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 叙勲関係（事務）　平成２６年春～ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　昭和６１年度～平成２年度 1986/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1986/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　平成３年度～平成４年度 1991/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1991/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　平成５年度～平成８年度 1993/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1993/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　平成９年度～ 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　平成１４年度～平成１５年度 2002/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2002/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　平成１６年度～平成１９年度 2004/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2005/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 生存者叙勲関係　平成１９年度～ 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2028/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 その他表彰関係（平成２～８年度） 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 その他表彰関係文書（平成９～１２年度） 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　平成１２年度～ 2000/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2000/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　令和元年度～ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　平成１４年度～平成１５年度 2002/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2002/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　平成１６年度～ 2004/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2005/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　平成１９年度～ 2007/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2007/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　平成１９年度～ 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2028/3/31 移管

人事労務係 栄典・表彰 表彰関係　平成２４年度～ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 栄典・表彰 紺綬褒章 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 栄典・表彰 H13～名誉教授関係綴 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 栄典・表彰 H31.4.1授与分～名誉教授関係綴 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師（退職等）人事記録1 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師（退職等）人事記録2 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師（退職等）① 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師（退職等）② 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人関係1　平成5年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人関係2　平成5年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人関係　平成6年度 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人関係　平成7年度 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師恩給関係　平成8年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成8年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師恩給関係　平成9年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成9年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成10年度 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師恩給関係　平成11年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成11年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師恩給関係　平成12年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成12年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成12年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成13年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成13年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成14年度 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成15年度 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師関係　平成15年度 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 外国人教師恩給関係　平成16年度 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2004/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 契約関係文書（平成１２年度） 2000/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2000/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 移管

人事労務係 外国人教師 契約関係文書（平成１３年度） 2001/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2001/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 移管

人事労務係 外国人教師 契約関係文書（平成１４年度） 2002/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2002/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 移管

人事労務係 外国人教師 契約書（昭和２４～４３年度） 1949/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1949/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 契約書（昭和４４～６０年度） 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 契約書（昭和６１～平成元年度） 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 契約書（平成２～５年度） 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 契約書（平成６～１３年度） 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人教師 人事記録　外国人教師 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人研究員 外国人研究員 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 外国人研究員 外国人研究員 2020～ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 外国人研究員 外国人研究員 2021年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 外国人研究員 契約書（昭和５０～６３年度） 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人研究員 契約書（平成６～１３年度） 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 外国人研究員 契約書（平成元～５年度） 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 給与決定 給与台帳　教務系職員 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から3年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 給与台帳　事務系職員 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から3年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（非常勤職員） 昭和24年度起 1949/3/7 人事労務課 人事労務課 紙 1949/3/7 30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（給与法改正関係） 平成8年度起 1996/12/5 人事労務課 人事労務課 紙 1996/12/5 30年 本部管理棟地下１階 2027/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（給与法改正関係） 平成9年度起 1997/12/2 人事労務課 人事労務課 紙 1997/12/2 30年 本部管理棟地下１階 2028/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（給与法改正関係） 平成10年度起 1998/10/8 人事労務課 人事労務課 紙 1998/10/8 30年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（文人給) 平成10年度起 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（給与法改正関係） 平成11年度起 1999/8/11 人事労務課 人事労務課 紙 1999/8/11 30年 本部管理棟地下１階 2028/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（給与法改正関係） 平成12年度起 2000/8/18 人事労務課 人事労務課 紙 2000/8/18 30年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 給与に関する通知等（給与法改正関係） 平成13年度 2001/8/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/8/1 30年 本部管理棟地下１階 2030/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 在職者調整関係平成４年起 1992/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1992/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 指定職関係　平成3年起 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和２８年度 1953/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1953/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和２９年度 1954/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1954/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３０年度 1955/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1955/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３１年度 1956/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1956/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３２年度 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３３年度 1958/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1958/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３４年度 1959/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1959/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３５年度 1960/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1960/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３６年度 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３７年度 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３８年度 1963/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1963/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和３９年度 1964/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1964/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４０年度 1965/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1965/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４１年度 1966/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1966/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４２年度 1967/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1967/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４３年度 1968/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1968/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４４年度 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４５年度 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４６年度 1971/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1971/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４７年度 1972/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1972/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４８年度 1973/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1973/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和４９年度 1974/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1974/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５０年度 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５１年度 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1976/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５２年度 1977/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５３年度 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1978/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５４年度 1979/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５５年度 1980/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1980/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５６年度 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1981/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５７年度 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５８年度 1983/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和５９年度 1984/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1984/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和６０年度 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和６１年度 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和６２年度 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 昭和６３年度 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成元年度 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成２年度 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成３年度 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成４年度 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成５年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成６年度 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成７年度 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成８年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成９年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成１０年度 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成１１年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成１２年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成１３年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 初任給関係 平成１４年度 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係綴 平成５年度～平成８年度 1993/7/5 人事労務室 人事労務室 紙 1993/7/5 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係綴 平成９年度 1997/4/28 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/28 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係 平成１０年度 1998/10/15 人事労務室 人事労務室 紙 1998/10/15 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係 平成１１年度 1999/7/6 人事労務室 人事労務室 紙 1999/7/6 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係 平成１２年度 2000/7/6 人事労務室 人事労務室 紙 2000/7/6 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係 平成１３年度 2001/7/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/7/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２０年度 昇給・昇格関係 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２１年度 昇給・昇格関係 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 特別昇給関係 平成１４年度 2002/7/1 人事労務室 人事労務課 紙 2002/7/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2024/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２４年４月１日における号俸調整 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２４年度 昇給・昇格関係 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２５年４月１日における号俸調整 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２５年度 昇給・昇格関係 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２６年４月１日における号俸調整 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２６年度 昇給・昇格関係 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２７年度 昇給・昇格関係 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２８年度 昇給・昇格関係 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成２９年度 昇給・昇格関係 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成３０年度 昇給・昇格関係 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 平成３１年度 昇給・昇格関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 令和２年度 昇給・昇格関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 令和３年度 昇給・昇格関係 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 俸給協議関係　平成3年度～ 1991/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1991/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 給与決定 俸給の切替関係 平成８年度～ 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 給与決定 俸給の切替関係 俸給の調整調書 1992/2/6 人事労務課 人事労務課 紙 1992/2/6 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係　令和元年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係（大学入試センター）　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/28 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係（大学入試センター）　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/29 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係（大学入試センター）　平成3１年度（令和元年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/30 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係（大学入試センター）　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 兼業・兼職 兼業関係（大学入試センター）　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 公募 関東甲信越地域国立学校等Ⅱ種職員採用合同説明会綴　平成１３年度～ 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 関東甲信越地区Ⅱ種合同説明会　平成５年度～平成１２年度 1993/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1993/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 関東甲信越地区国家公務員Ⅱ種職員採用パンフレット　平成１３年度～ 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成８年度起案分 1996/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1996/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成９年度起案分 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成１０年度起案分 1998/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成１１年度起案分 1999/6/18 人事労務室 人事労務室 紙 1999/6/18 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成１２年度公募分 2000/2/15 人事労務室 人事労務室 紙 2000/2/15 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成１３年度公募分 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 公募 教官公募関係 平成１４年度公募分 2002/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2002/4/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 障害者雇用 平成１３年度身体障害者雇用状況報告関係 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 平成１４年度身体障害者雇用状況報告関係 2002/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2002/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 平成１０年度身体障害者雇用状況報告関係 1998/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 平成１１年度身体障害者雇用状況報告関係 1999/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1999/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 障害者雇用 平成１２年度身体障害者雇用状況報告関係 2000/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2000/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 称号授与 名誉教授関係綴 1992/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1992/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 移管

人事労務係 称号授与 名誉教授関係綴　平成１３年度～ 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 移管

人事労務係 称号授与 名誉教授称号授与台帳 1957/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1957/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 移管

人事労務係 諸手当 管理職手当・地域手当・人事記録修正関係 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 期末・勤勉手当関係　令和元年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 期末・勤勉手当関係　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 期末・勤勉手当関係　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　昭和63年 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成3年 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成4年 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成5年 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成6年 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成7年 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成8年 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成9年 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成10年 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成12年 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成13年 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成14年 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 給与法改正に伴う扶養手当額の改定　平成15年 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 児童手当・特定給付関係 1982/6/7 人事労務課 人事労務課 紙 1982/6/7 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 諸手当 住居手当関係 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 諸手当 諸手当に関する通知等（給与法改正関係） 平成10年度起 1998/10/8 人事労務課 人事労務課 紙 1998/10/8 30年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 諸手当に関する通知等（給与法改正関係） 平成11年度起 1999/8/11 人事労務課 人事労務課 紙 1999/8/11 30年 本部管理棟地下１階 2030/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 諸手当に関する通知等（給与法改正関係） 平成12年度起 2000/8/18 人事労務課 人事労務課 紙 2000/8/18 30年 本部管理棟地下１階 2031/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 諸手当に関する通知等（給与法改正関係） 平成8年度起 1996/12/5 人事労務課 人事労務課 紙 1996/12/5 30年 本部管理棟地下１階 2027/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 諸手当に関する通知等（給与法改正関係） 平成9年度起 1997/12/2 人事労務課 人事労務課 紙 1997/12/2 30年 本部管理棟地下１階 2028/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 初任給調整手当関係 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 諸手当 大学院手当関係　令和元年 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 大学院手当関係　令和2年 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 大学院手当関係　令和3年 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 単身赴任手当関係 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 諸手当 調整手当関係 平成１２年度 2000/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2000/4/1 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 通勤手当関係 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 諸手当 扶養手当関係 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 諸手当 平成１１年度 俸給の調整額関係 1999/5/17 人事労務室 人事労務室 紙 1999/5/17 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 平成１２年度 俸給の調整額関係 2000/3/27 人事労務室 人事労務室 紙 2000/3/27 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 平成１３年度 俸給の調整額関係 2001/3/26 人事労務室 人事労務室 紙 2001/3/26 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 平成１４年度 俸給の調整額関係 2002/3/28 人事労務室 人事労務室 紙 2002/3/28 3年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 平成５年４月～　児童手当関係 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 30年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 廃棄

人事労務係 諸手当 通勤手当関係 非常勤職員 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 当該支給事由消滅から3年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 人事 旧姓使用関係　平成１３年度 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 5年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 個人番号表 2000/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2000/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 人事異動通知書　平成２９年 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 人事異動通知書　平成３０年 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 人事 人事異動通知書　平成３１年 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 人事 身上調書（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 身上調書（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 人事 身上調書（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 人事 身上調書関係書類綴　平成５年度～平成１１年度 1993/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1993/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 退職者調書 1990/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1990/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成19年度） 2007/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2007/4/1 3年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2008/4/1 3年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2009/4/1 3年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/25 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/26 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/27 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/28 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/29 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/30 廃棄

人事労務係 人事 文科省人事ヒアリング・職員転任関係（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 人事 理事の任命・給与規程改正届（文部科学省人事課） 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 人事事務システム 人事事務システム 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 永年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 人事事務システム 非常勤人事事務システム 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 永年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 その他 職員録関係　平成２４年度～ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 その他 職員録関係　平成２８年度～ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 その他 平成31年度（令和元年度）　証明書関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 1年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 その他 令和２年度　証明書関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 1年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 その他 令和３年度　証明書関係１ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 その他 令和３年度　証明書関係２（子ども・家族関係） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成２４年度 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成２５年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成２６年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成２7年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 学内調査報告関係　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 毎月勤労統計調査　平成２７年１月分～ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 毎月勤労統計調査　平成２９年１月分～ 2017/1/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 毎月勤労統計調査　令和２年～ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 毎月勤労統計調査　令和３年～ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 平成１０年度国家公務員給与実態調査関係 1998/1/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/1/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 平成８年度国家公務員給与実態調査関係 1996/1/1 人事労務室 人事労務室 紙 1996/1/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 平成９年度国家公務員給与実態調査関係 1997/1/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/1/1 5年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語（主任）教員関係　（平成３０年度採用～） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語（主任）教員関係　（平成３１年度採用～） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語（主任）教員関係　令和2年10月採用者～ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語（主任）教員関係　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員関係　平成22年度 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員関係　平成23年度 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料（平成22年度～） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　平成23年度 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員関係採用関係資料（平成24年度採用～） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　平成25年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　平成26年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員採用関係資料　平成27年度～ 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　平成28年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員資料　令和元年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員関係（平成28年度採用～） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員契約書　令２春～ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定外国語教員契約書　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 新生活支援制度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 新生活支援制度　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定教員（学部改編）関係　平成23年度 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定教員（学部改編）関係　平成24年度 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定教員（学部改編）関係　平成25年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定教員（学部改編）関係　平成26年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成20年度 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成21年度 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成22年度 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成23年度 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成24年度 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成25年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成26年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成27年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成28年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特定有期雇用職員 特定有期雇用職員関係　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　平成26年度～ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　平成27年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　平成28年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　平成31年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 外国人教員等に対する感謝状関係　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員・外国人教師関係　平成17年度 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員・外国人教師関係　平成18年度 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成19年度 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成20年度 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成21年度 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成22年度 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成23年度 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成24年度 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成24年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員関係　平成26年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員採用等 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 特任外国語教員 特任外国語教員退職者 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和２８年度 1953/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1953/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和２９年度 1954/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1954/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３０年度 1955/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1955/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３１年度 1956/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1956/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３２年度 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３３年度 1958/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1958/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３４年度 1959/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1959/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３５年度 1960/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1960/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３６年度 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３７年度 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３８年度 1963/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1963/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和３９年度 1964/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1964/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４０年度 1965/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1965/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４１年度 1966/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1966/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４２年度 1967/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1967/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４３年度 1968/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1968/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４４年度 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４５年度 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４６年度 1971/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1971/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４７年度 1972/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1972/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４８年度 1973/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1973/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和４９年度 1974/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1974/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５０年度 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５１年度 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1976/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５２年度 1977/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５３年度 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1978/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５４年度 1979/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５５年度 1980/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1980/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５６年度 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1981/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５７年度 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５８年度 1983/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和５９年度 1984/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1984/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和６０年度 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和６１年度 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和６２年度 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員　昭和６３年度 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成１０年度 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成元年度 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成２年度 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成３年度 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成４年度 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成５年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成６年度 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄
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人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成７年度 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成８年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成９年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員 平成１１年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員及び諮問委員 平成１２年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員及び諮問委員 平成１３年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長、部局長、評議員及び諮問委員 平成14年度 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 学長・理事・監事・部局長・評議員・協議会委員　平成１６年度～ 2004/4/1 人事労務室 人事労務課 紙 2005/4/1 10年 本部管理棟４階　人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 任免 学長・理事・監事・部局長・評議員・協議会委員　平成２１年度～ 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 任免 学長・理事・監事・部局長・評議員・協議会委員　平成２４年度～ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 任免 学長・理事・監事・部局長・評議員・協議会委員　平成２8年度～ 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和２８年度 1953/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1953/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和２９年度 1954/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1954/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３０年度 1955/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1955/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３１年度 1956/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1956/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３２年度 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３３年度 1958/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1958/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３４年度 1959/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1959/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３５年度 1960/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1960/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３６年度 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３７年度 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３８年度 1963/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1963/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和３９年度 1964/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1964/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４０年度 1965/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1965/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４１年度 1966/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1966/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４２年度 1967/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1967/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４３年度 1968/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1968/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４４年度 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４５年度 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４６年度 1971/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1971/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４７年度 1972/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1972/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４８年度 1973/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1973/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和４９年度 1974/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1974/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５０年度 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５１年度 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1976/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５２年度 1977/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５３年度 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1978/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５４年度 1979/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５５年度 1980/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1980/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５６年度 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1981/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５７年度 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５８年度 1983/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和５９年度 1984/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1984/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和６０年度 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和６１年度 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和６２年度 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 昭和６３年度 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成元年度 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成２年度 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成３年度 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成４年度 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成５年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成６年度 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成７年度 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成８年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成９年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成１０年度 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成１１年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成１２年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成１３年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 割愛関係 平成１４年度 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 休職・復職関係 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 退職から3年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 再雇用・選択定年制関係（事務系・教育系職員）（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 退職から10年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 人事記録　教育系職員 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 人事記録　事務系職員 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 人事記録　教育系職員　外国籍 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 退職関係 事務系職員1　退職等（あ） 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和２８年度 1953/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1953/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和２９年度 1954/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1954/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３０年度 1955/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1955/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３１年度 1956/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1956/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３２年度 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３３年度 1958/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1958/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３４年度 1959/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1959/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３５年度 1960/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1960/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３６年度 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３７年度 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３８年度 1963/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1963/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和３９年度 1964/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1964/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４０年度 1965/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1965/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４１年度 1966/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1966/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４２年度 1967/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1967/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４３年度 1968/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1968/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４４年度 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 任免 任用関係 昭和４５年度 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４６年度 1971/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1971/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４７年度 1972/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1972/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４８年度 1973/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1973/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和４９年度 1974/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1974/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５０年度 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５１年度 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1976/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５２年度 1977/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５３年度 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1978/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５４年度 1979/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５５年度 1980/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1980/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５６年度 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1981/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５７年度 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５８年度 1983/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和５９年度 1984/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1984/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和６０年度 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和６１年度 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和６２年度 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 昭和６３年度 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成元年度 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２年度 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成３年度 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成４年度 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成５年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成６年度 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成７年度 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成８年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成９年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１０年度 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１１年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１２年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１３年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１４年度 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１５年度 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2004/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１６年度 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１７年度 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１８年度 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成１９年度 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２０年度 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２１年度 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２２年度 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２３年度 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２４年度 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２５年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２６年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 平成３1年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任用関係 令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 派遣関係 平成５年４月～ 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和２８年度 1953/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1953/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和２９年度 1954/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1954/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３０年度 1955/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1955/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３１年度 1956/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1956/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３２年度 1957/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1957/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３３年度 1958/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1958/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３４年度 1959/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1959/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３５年度 1960/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1960/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３６年度 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３７年度 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３８年度 1963/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1963/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和３９年度 1964/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1964/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４０年度 1965/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1965/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４１年度 1966/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1966/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４２年度 1967/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1967/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４３年度 1968/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1968/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４４年度 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４５年度 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４６年度 1971/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1971/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４７年度 1972/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1972/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４８年度 1973/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1973/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和４９年度 1974/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1974/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５０年度 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５１年度 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1976/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５２年度 1977/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５３年度 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1978/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５４年度 1979/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５５年度 1980/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1980/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５６年度 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1981/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５７年度 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５８年度 1983/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和５９年度 1984/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1984/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和６０年度 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和６１年度 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和６２年度 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 昭和６３年度 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成元年度 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成２年度 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成３年度 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成４年度 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成５年度 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成６年度 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成７年度 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成８年度 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 任免 併任関係 平成９年度 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成１０年度 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成１１年度 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成１２年度 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成１３年度 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成１４年度 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 併任関係 平成１５年度 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 クロスアポイントメント制度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 クロスアポイントメント制度（令和３年度～） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 昭和６０年度 勧奨退職関係 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 昭和６１年度 勧奨退職関係 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 昭和６２年度 勧奨退職関係 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 昭和６３年度 勧奨退職関係 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 人事記録に関する附属書類 教育系職員 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 人事記録に関する附属書類 事務系職員 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 退職関係 教務系職員　退職等 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 退職関係 事務系職員　退職等 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 退職関係 退職者調書綴 1949/5/31 人事労務課 人事労務課 紙 1949/5/31 退職から30年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 任免 任免に関する通知（文部省・学内等） 昭和52年度～ 1977/4/18 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/18 30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成元年度 勧奨退職関係 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成２年度 勧奨退職関係 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成３年度 勧奨退職関係 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成４年度 勧奨退職関係 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成５年度 勧奨退職関係 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成６年度 勧奨退職関係 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成７年度 勧奨退職関係 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成８年度 勧奨退職関係 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成９年度 勧奨退職関係 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成１０年度 勧奨退職関係 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成１１年度 勧奨退職関係 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 平成１２年度 勧奨退職関係 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 退職から30年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 任免 教員選考関係（履歴・業績一覧・選考報告・結果通知等）平成２０年度～ 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成２４年度 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2023/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成２５年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2024/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成２６年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2025/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2030/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（関東甲信越）　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（関東甲信越）　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2026/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2029/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟地下１階 2030/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 任免 職員採用試験関係（独自試験）　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 服務 平成３１年度出勤簿（常勤・非常勤） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（令和元年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 会議 西東京地区国立大学法人等人事担当課長会議（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 会議 人事マネジマント・オフィス会議 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 監査・検査 人事院監査関係 平成6年度～ 1996/7/23 人事労務課 人事労務課 紙 1996/7/23 永年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 監査・検査 文部省監査関係平成６年度～ 1994/9/2 人事労務課 人事労務課 紙 1994/9/2 永年 本部管理棟地下１階 廃棄

人事労務係 勤務評定 勤務評定（平成9年度） 1997/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1997/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 勤務評定 勤務評定（平成10年度） 1998/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1998/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 勤務評定 勤務評定（平成11年度） 1999/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 1999/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 勤務評定 勤務評定（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 苦情処理 苦情処理（平成30年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 苦情処理 苦情処理（平成31年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成10年度） 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成11年度） 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成12年度） 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成13年度） 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成14年度） 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2033/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成15年度） 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2034/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成16年度） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2004/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2035/3/31 廃棄

人事労務係 災害補償 災害補償（平成9年度） 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 教員の人事評価関係（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 人事評価 職員人事評価調書（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成10年度） 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成11年度） 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成12年度） 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成13年度） 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成14年度） 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2033/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成15年度） 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2034/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成16年度） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2004/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2035/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成17年度） 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2036/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成18年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2037/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成19年度） 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2038/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2039/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2040/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2041/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2042/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクシャル・ハラスメント関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2043/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクハラ防止委員会（平成12年度） 2000/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2000/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ セクハラ防止委員会（平成13年度） 2001/4/1 人事労務室 人事労務室 紙 2001/4/1 10年 本部管理棟4階　人事労務室 2023/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2044/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2045/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2046/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2047/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2048/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2049/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2050/3/31 廃棄

人事労務係 セクハラ ハラスメント関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2051/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成24年） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成25年） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成26年） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成27年） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成28年） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成29年） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成30年） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（平成31年） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（令和2年） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 給与水準公表（令和3年） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 役員の報酬及び職員の支給基準の届出（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

人事労務係 調査・報告 労働基準監督署関係（平成17年度） 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 調査・報告 労働基準監督署関係（平成18年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 廃棄

人事労務係 服務 服務関係 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

人事労務係 服務 平成３０年度出勤簿（常勤・非常勤） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

人事労務係 服務 平成３1年度出勤簿（常勤・非常勤） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

人事労務係 分限・懲戒 処分関係文書（昭和４５年度～平成８年度） 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

人事労務係 分限・懲戒 処分関係文書（平成９～１２年度） 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 分限・懲戒 処分関係文書（平成１３～１７年度） 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 分限・懲戒 処分関係文書（平成１８～２０年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 分限・懲戒 処分関係文書（平成２１～２６年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

人事労務係 分限・懲戒 処分関係文書（平成２７～令和３年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 給与 H２９．４～　財形貯蓄　預入予定控除額明細書 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 H３０．４～　財形貯蓄　預入予定控除額明細書 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 H３1．４～　財形貯蓄　預入予定控除額明細書 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 給与事務関係 H２３．１～ 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 給与事務担当者　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 給与事務担当者　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 給与事務担当者　令和元年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 給与事務担当者　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 給与事務担当者　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 勤務時間報告書　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 勤務時間報告書　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 勤務時間報告書　令和元年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 勤務時間報告書　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 勤務時間報告書　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 源泉徴収票　平成２９年 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 源泉徴収票　平成３０年 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 源泉徴収票　令和元年 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 源泉徴収票　令和2年 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 源泉徴収票　令和3年 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 財形貯蓄　貯蓄変更依頼書・記録簿Ⅰ 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 給与 財形貯蓄　貯蓄変更依頼書・記録簿Ⅱ 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 給与 財形持家融資関係　H５～H１９ 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 給与 証明書交付願（給与）　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 証明書交付願（給与）　平成30年度～令和元年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 証明書交付願（給与）　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 証明書交付願（給与）　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 租税条約に関する届出書類　H24～ 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 租税条約に関する届出書類　H31～ 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２７年分　給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２７年分　給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２８年分　給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟3階電算室 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２８年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２８年分　給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟3階電算室 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２９年度　給与振込申出書 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２９年度　住民税通知書関係 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

給与共済係 給与 平成２９年分　給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２９年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成２９年分　給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成31年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和2年　連記式・基準給与簿 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2021/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2026/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 給与 令和3年　連記式・基準給与簿 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2022/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2027/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 給与 令和2年分　給与所得者の基礎控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和2年度　給与振込申出書 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和2年度　住民税通知書関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和2年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和2年分　給与所得者の保険料控除申告書 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和3年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和3年分　給与所得者の基礎控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和3年度　給与振込申出書 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和3年度　住民税通知書関係 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和3年分　給与所得者の保険料控除申告書 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和4年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和元年５月～　連記式・基準給与簿 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2020/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2025/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 給与 令和元年度　給与振込申出書 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和元年度　住民税通知書関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和元年分　給与所得者の配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 令和元年分　給与所得者の保険料控除申告書 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成29年４月　常勤（給与） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成29年４月　非常勤（給与） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成29年８月～　連記式・基準給与簿（常勤） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2018/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 給与 平成29年８月～　連記式・基準給与簿（非常勤） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2018/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2023/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 給与 平成30年　連記式・基準給与簿 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2019/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2024/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 給与 平成30年度　給与振込申出書 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成30年度　住民税通知書関係 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成30年分　給与所得者の配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成30年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成30年分　給与所得者の保険料控除申告書 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 給与 平成31年　連記式・基準給与簿 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2019/4/1 5年 本部管理棟3階電算室 2024/3/31 廃棄 外部記録媒体

給与共済係 教員研修 特別研修（平成20年） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成21年） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成22年） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成23年） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成24年） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成25年） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成26年） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成27年） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成28年） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成29年） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成30年） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（平成31年（令和元年度）） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

給与共済係 教員研修 特別研修（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

給与共済係 共済 H２５～　共済組合団体積立終身保険 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 H25年度～　国民年金第3号被保険者関係綴 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 H２６年度～　人間ドック・特定健診 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 H29年度　診療報酬支払基金　前期高齢者給付額報告書 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 H29年度～　標準報酬関係綴 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 H30年度　診療報酬支払基金　前期高齢者給付額報告書 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 R2～　共済組合団体積立終身保険 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 R2年度　診療報酬支払基金　前期高齢者給付額報告書 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 R2年度～　標準報酬関係綴 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 R3～　共済組合団体積立終身保険 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 R3年度　診療報酬支払基金　前期高齢者給付額報告書 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 R3年度～　標準報酬関係綴 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 アイリスプラン 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　H２７年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　H２８年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　H２９年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　H３０年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　H３１年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　R２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 医療費返戻・追給関係　R３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 院外処方箋・調剤関係確認一覧表（平成25年度～） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 貸付元利金徴収内訳書 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 貸付金台帳　あ行～な行 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 貸付金台帳　は行～わ行 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 貸付金台帳完済分 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 共済積立貯金　残高明細書・払出明細書等綴り　平成24年度～ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 共済積立貯金関係退職者及び転出者　ア行～カ行 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 5年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 共済 共済積立貯金関係退職者及び転出者　サ行～ワ行 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 5年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 共済 共済積立貯金関係綴り　あ行～さ行 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 共済積立貯金関係綴り　た行～わ行 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　（退職者） 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　あ行 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　か行 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　さ行 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　た行 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　な行 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票　は～わ行 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2002/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転出】　平成１４年度／平成１５年度～ 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転出】　平成２５年度～ 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転出】　平成５年度～ 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転入】　昭和６１年度～ 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転入】　平成１４年度／平成１５年度～ 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転入】　平成２６年度～ 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票送付綴り【転入】　平成５年度～ 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 組合員原票綴り【退職者】 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2004/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 国民年金第3号被保険者 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 事業報告書　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 事業報告書　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 事業報告書　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

給与共済係 共済 事業報告書　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 事業報告書　令和3年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 住宅貸付　１ 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 住宅貸付　２ 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 住宅貸付　３ 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 住宅貸付　４ 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 団体信用生命保険事業 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 任意継続組合員　平成２９年度～ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 任意継続組合員　平成３０年度～ 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 任意継続組合員　平成３１年度～ 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 任意継続組合員　令和２年度～ 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 任意継続組合員　令和３年度～ 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 普通貸付・特別貸付 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 共済 平成２５年度共済内部監査 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２５年度長期給付関係綴 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２６年度長期給付関係綴 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２７年度長期給付関係綴 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２８年度長期給付関係綴 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成２５年度 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成２６年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　③短期経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　③短期経理　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　平成２８年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　平成２７年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　平成２８年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　平成２９年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２９年度　長期組合員資格取得関係 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２９年度　被扶養者の要件の確認 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２９年度共済関係綴 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成２９年度長期給付関係綴 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３０年度　長期組合員資格取得関係 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３０年度　被扶養者の要件の確認 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３０年度共済関係綴 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３０年度長期給付関係綴 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　平成３０年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　平成３１年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　平成３1年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　平成３1年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　平成３1年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３１年度　長期組合員資格取得関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３１年度　被扶養者の要件の確認 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３１年度共済関係綴 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 共済 平成３１年度長期給付関係綴 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　③短期経理　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和２年度　共済関係綴 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和２年度　長期給付関係綴 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和２年度　長期組合員資格取得関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和２年度　被扶養者の要件の確認 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　令和２年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 共済 元帳　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　①短期経理　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　②短期経理　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　③短期経理　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　貸付経理　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　業務経理　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 文部科学省共済組合　保健経理　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和３年度　共済関係綴 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和３年度　長期給付関係綴 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和３年度　長期組合員資格取得関係 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 令和３年度　被扶養者の要件の確認 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 共済 給付金台帳　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 7年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 安全衛生関係　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 安全衛生関係　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 安全衛生関係　平成31年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

給与共済係 健康・安全管理 安全衛生関係　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 安全衛生関係　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 安全管理者・安全管理担当者の指名・解除 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 解除されるまで 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成20年度～平成25年度 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成26年度 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成27年度 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成28年度 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成29年度 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2028/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成30年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2029/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　平成31年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2030/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2021/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2031/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 衛生委員会　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 電子媒体 2022/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2032/3/31 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 健康・安全管理細則の改廃 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 解除されるまで 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 健康・安全管理 健康管理者・健康担当者の指名・解除 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 解除されるまで 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 研修 研修関係　平成31年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 研修 研修関係　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 研修 研修関係　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 研修 研修関係（放送大学）　平成31年度 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 研修 研修関係（放送大学）　令和2年度 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 研修 研修関係（放送大学）　令和３年度 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 雇用保険 育児休業給付関係　平成25年度～平成28年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 雇用保険 育児休業給付関係　平成29年度～ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 雇用保険 高年齢継続雇用給付関係　平成22年度～平成28年度 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 雇用保険 高年齢継続雇用給付関係　平成29年度～ 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 雇用保険 雇用保険（教員）　あ行～さ行 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 雇用保険 雇用保険（教員）　た行～わ行・外国人 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 雇用保険 雇用保険（事務） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 雇用保険 雇用保険（特定有期雇用） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 雇用保険 雇用保険（非常勤） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成17年度） 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2036/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成18年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2037/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成19年度） 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2038/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2039/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2040/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2041/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2042/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2043/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2044/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2045/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2046/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2047/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2048/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2049/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2050/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2051/3/31 廃棄

給与共済係 災害補償 労災関係（令和３年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 30年 本部管理棟4階人事労務課 2051/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 平成２９年度　雇用保険関係 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 平成２９年度　社会保険関係 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 平成３０年度　雇用保険関係 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 平成３０年度　社会保険関係 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 令和元年度　社会保険関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 令和元年度　雇用保険関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 令和2年度　雇用保険関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 令和2年度　社会保険関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 令和３年度　雇用保険関係 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 社会保険 令和３年度　社会保険関係 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和34年度） 1959/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1960/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和35年度） 1960/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1961/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和36年度） 1961/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1962/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和37年度） 1962/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1963/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和38年度） 1963/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1964/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和39年度） 1964/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1965/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和40年度） 1965/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1966/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和41年度） 1966/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1967/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和42年度） 1967/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1968/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和43年度） 1968/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1969/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和44年度） 1969/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1970/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和45年度） 1970/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1971/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和46年度） 1971/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1972/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和47年度） 1972/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1973/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和48年度） 1973/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1974/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和49年度） 1974/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1975/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和50年度） 1975/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1976/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和51年度） 1976/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1977/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和52年度） 1977/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1978/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和53年度） 1978/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1979/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和54年度） 1979/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1980/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和55年度） 1980/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1981/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和56年度） 1981/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1982/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和57年度） 1982/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1983/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和58年度） 1983/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1984/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和59年度） 1984/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1985/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和60年度） 1985/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1986/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和61年度） 1986/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1987/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和62年度） 1987/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1988/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（昭和63年度） 1988/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1989/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成1年度） 1989/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1990/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成2年度） 1990/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1991/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成3年度） 1991/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1992/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成4年度） 1992/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1993/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成5年度） 1993/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1994/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成6年度） 1994/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1995/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成7年度） 1995/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1996/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成8年度） 1996/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1997/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成9年度） 1997/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1998/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成10年度） 1998/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 1999/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成11年度） 1999/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2000/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成12年度） 2000/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2001/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成13年度） 2001/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2002/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成14年度） 2002/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2003/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成15年度） 2003/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2004/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成16年度） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成17年度） 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成18年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 永年 本部管理棟地下１階 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成19年度） 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 退職手当関係（令和3年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成16年度） 2004/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2005/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成17年度） 2005/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2006/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成18年度） 2006/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2007/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成19年度） 2007/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2008/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成20年度） 2008/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2009/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成21年度） 2009/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2010/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成22年度） 2010/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2011/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成26年度） 2014/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2015/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成27年度） 2015/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2016/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成28年度） 2016/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2017/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成29年度） 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成30年度） 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（平成31年度） 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（令和2年度） 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 退職手当 文科省退職手当精算関係（令和３年度） 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 永年 本部管理棟4階人事労務課 常用 廃棄

給与共済係 福利・厚生 特別食堂関係②（平成23年度） 2011/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 特別食堂関係②（平成24年度） 2012/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 特別食堂関係②（平成25年度） 2013/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 平成２９年度　福利厚生関係 2017/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2023/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 平成３０年度　福利厚生関係 2018/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2024/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 平成３1年度　福利厚生関係 2019/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2025/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 令和2年度　福利厚生関係 2020/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2026/3/31 廃棄

給与共済係 福利・厚生 令和３年度　福利厚生関係 2021/4/1 人事労務課 人事労務課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階人事労務課 2027/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成17年度） 2005/4/1 会計課 会計課 紙 2006/4/1 30年 執務室内 2036/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成18年度） 2006/4/1 会計課 会計課 紙 2007/4/1 30年 執務室内 2037/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成19年度） 2007/4/1 会計課 会計課 紙 2008/4/1 30年 執務室内 2038/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成20年度） 2008/4/1 会計課 会計課 紙 2009/4/1 30年 執務室内 2039/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成21年度） 2009/4/1 会計課 会計課 紙 2010/4/1 30年 執務室内 2040/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成22年度） 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 30年 執務室内 2041/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成23年度） 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 30年 執務室内 2042/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 30年 執務室内 2043/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 30年 執務室内 2044/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 30年 執務室内 2045/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 30年 執務室内 2046/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成28年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 30年 執務室内 2047/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 30年 執務室内 2048/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 30年 執務室内 2049/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 30年 執務室内 2050/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 30年 執務室内 2051/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 会計課所掌規程・要項関係綴（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 30年 執務室内 2052/3/31 廃棄

会計諸規程 会計規則 規程改定関係資料 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 30年 執務室内 2041/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 経費精算書（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 経費精算書（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 経費精算書（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 債務計上票（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 債務計上票（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 債務計上票（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 債権計上票（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 債権計上票（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 債権計上票（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 入金実績リスト（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 入金実績リスト（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 入金実績リスト（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 振替伝票（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 振替伝票（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 振替伝票（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 予算執行振替伝票（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 予算執行振替伝票（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 予算執行振替伝票（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 給与（予算執行振替伝票）（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 設備整備費補助金（令和1年度）※令和2年度執行分含む 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 大学フェローシップ創設準備事業（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成28年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 学内預り金 預り金管理担当者（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成28年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議事項（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

総括・連絡調整 学内会議 諸会議付議（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

財務・施設MO 学内会議 財務・施設マネジメント・オフィス会議（2017年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

財務・施設MO 学内会議 財務・施設マネジメント・オフィス会議（2018年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

財務・施設MO 学内会議 財務・施設マネジメント・オフィス会議（2019年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

財務・施設MO 学内会議 財務・施設マネジメント・オフィス会議（2020年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

財務・施設MO 学内会議 財務・施設マネジメント・オフィス会議（2021年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 起案文書・通知 総務係起案文書綴（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 起案文書・通知 総務係起案文書綴（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 起案文書・通知 総務係起案文書綴（2019年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 起案文書・通知 総務係起案文書綴（2020年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 起案文書・通知 総務係起案文書綴（2021年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 国大協保険 国大協損害保険関係綴（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

総括・連絡調整 国大協保険 国大協損害保険関係綴（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 国大協保険 国大協損害保険関係綴（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 国大協保険 国大協損害保険関係綴（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 国大協保険 国大協損害保険関係綴（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 出勤簿（平成29年） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 出勤簿（平成30年） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 出勤簿（令和1年） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 出勤簿（令和2年） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 休暇簿（平成29年） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 休暇簿（平成30年） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 休暇簿（令和1年） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 休暇簿（令和2年） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 毎月勤労統計調査（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 毎月勤労統計調査（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 毎月勤労統計調査（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 電子媒体 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄 共有サーバー内

調査・報告 人事・勤務 毎月勤労統計調査（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 電子媒体 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄 共有サーバー内

調査・報告 人事・勤務 勤務時間報告書（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 勤務時間報告書（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 勤務時間報告書（2019年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 勤務時間報告書（2020年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 人事・勤務 勤務時間報告書（2021年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

会計検査・監査 内部監査 内部監査指摘事項関係綴（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 移管

物品管理 物品管理関係 会計課物品請求書（控）（役務）（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 会計課物品請求書（控）（物請）（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 会計課物品請求書（控）（役務）（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 会計課物品請求書（控）（物請）（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 会計課購入依頼書（令和元年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 会計課購入依頼書（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 会計課購入依頼書（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成24年度点検評価/平成25年度年度計画 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成25年度点検評価/平成26･27年度計画 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成26年度点検評価/平成27年度計画 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成27年度点検評価/平成28年度計画 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成28年度点検評価/平成29年度計画 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成29年度点検評価/平成30年度計画 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 平成30年度点検評価/令和1年度計画 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

総括・連絡調整 点検・評価関係 令和1年度点検・評価/令和2年度計画 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 コロナ関係 情報機器整備費補助金（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 概算要求関係 平成25年度　概算要求書及び関連資料① 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成25年度　概算要求書及び関連資料② 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成25年度　概算要求書及び関連資料③ 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成25年度　概算要求書説明資料 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成25年度　概算要求書説明資料再作成 2012/7/4 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成25年度　概算要求書説明資料再作成　最終 2012/9/20 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成26年度　概算要求書及び関連資料① 2013/7/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成26年度　概算要求書及び関連資料② 2013/9/18 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成27年度　概算要求書及び関連資料① 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成27年度　概算要求書及び関連資料② 2014/9/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成28年度　概算要求書及び関連資料① 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成28年度　概算要求書及び関連資料② 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成29年度　概算要求書及び関連資料① 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成29年度　概算要求書及び関連資料② 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成30年度　概算要求書及び関連資料① 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成31年度　概算要求書及び関連資料① 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成32年度　概算要求書及び関連資料① 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成32年度　概算要求書及び関連資料② 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 平成32年度　概算要求書及び関連資料③ 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 令和3年度　概算要求書及び関連資料① 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 令和3年度　概算要求書及び関連資料② 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 令和4年度　概算要求書及び関連資料① 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 移管

予算・決算 概算要求関係 令和4年度　概算要求書及び関連資料② 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成24年度　補助金申請関係 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成25年度～平成27年度　補助金申請関係（平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成25年度～平成27年度　補助金申請関係（平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成25年度～平成27年度　補助金申請関係（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成28年度～　補助金申請関係（平成28年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成28年度～　補助金申請関係（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 平成28年度～　補助金申請関係（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 令和元年度～　補助金申請関係（令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 移管

その他会計経理 補助金等関係 令和元年度～　補助金申請関係（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 移管

会計検査・監査 監査法人関係 平成20年度～平成26年度　会計監査人選定資料(平成22年度） 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成20年度～平成26年度　会計監査人選定資料(平成23年度） 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 会計課倉庫内 2032/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成20年度～平成26年度　会計監査人選定資料(平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成20年度～平成26年度　会計監査人選定資料(平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成20年度～平成26年度　会計監査人選定資料(平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（平成28年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（令和元年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

会計検査・監査 監査法人関係 平成27年度～　会計監査人選定資料（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成27年度　予算・決算係綴① 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成27年度　予算・決算係綴② 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成28年度　予算・決算係綴① 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成28年度　予算・決算係綴② 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成29年度　予算・決算係綴① 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成29年度　予算・決算係綴② 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成30年度　予算・決算係綴① 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成30年度　予算・決算係綴② 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成30年度　予算・決算係綴③ 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成31年度　予算・決算係綴① 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成31年度　予算・決算係綴② 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 平成31年度　予算・決算係綴③ 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 令和2年度　予算・決算係綴① 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 令和2年度　予算・決算係綴② 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 令和3年度　予算・決算係綴① 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 調査・調書・報告関係 令和3年度　予算・決算係綴② 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成22年度　計算証明関係綴 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成23年度　計算証明 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 会計課倉庫内 2032/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成24年度　計算証明関係綴 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成25年度　計算証明関係綴 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成26年度　計算証明関係綴 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成27年度　計算証明関係綴 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成28年度　計算証明関係綴 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成29年度　計算証明関係綴 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 会計課倉庫内 2028/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成30年度　計算証明関係綴 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 会計課倉庫内 2029/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 平成31年度　計算証明関係綴 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 令和2年度　計算証明関係綴 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

計算証明 計算証明関係 令和3年度　計算証明関係綴 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成27年度　契約決議書 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成28年度　契約決議書 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成29年度　契約決議書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成30年度　契約決議書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成23年度～27年度（平成23年度） 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 会計課倉庫内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成23年度～27年度（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成23年度～27年度（平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成23年度～27年度（平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成23年度～27年度（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成28年度～（平成28年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成28年度～（平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成28年度～（平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成28年度～（平成31年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成28年度～（令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 業務達成基準関係 業務達成基準関係　平成28年度～（令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成16年度　開始貸借対照表 2004/4/1 会計課 会計課 紙 2005/4/1 無期限 会計課倉庫内 無期限 無期限

予算・決算 決算関係 平成22年度　決算関係 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成22年度　決算関係綴① 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成22年度　決算整理等 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成25年度　決算関係綴（決算　関係） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成25年度　決算関係綴（予算　関係） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成26年度　決算関係綴（決算　関係） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成26年度　決算関係綴（予算　関係） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成27年度　決算関係綴（決算　関係） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成27年度　決算関係綴（予算　関係） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成28年度　決算関係綴（決算　関係） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 会計課倉庫内 2028/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成28年度　決算関係綴（予算　関係） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 会計課倉庫内 2028/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成29年度　決算関係綴（決算　関係） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 会計課倉庫内 2029/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成29年度　決算関係綴（予算　関係） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 会計課倉庫内 2029/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成30年度　決算関係綴（決算　関係） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成30年度　決算関係綴（予算　関係） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和元年度　決算関係綴（決算　関係） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和元年度　決算関係綴（予算　関係） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和2年度　決算関係綴（決算　関係） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和2年度　決算関係綴（予算　関係） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 22　固定資産 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 23　固定資産 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 会計課倉庫内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成24年度　固定資産 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成25年度　固定資産 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成26年度　固定資産 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成27年度　固定資産 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成28年度　固定資産 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成29年度　固定資産 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成30年度　固定資産 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和1年度　固定資産 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和2年度　固定資産 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和3年度　固定資産 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 平成27年度　債権発生通知書等 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 平成28年度　債権発生通知書等 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 平成29年度　債権発生通知書等 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 平成30年度　債権発生通知書等 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 平成30年度　債権発生通知書等＜授業料・入学料＞ 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成22年度　収益化関係・振替伝票 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 会計課倉庫内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 平成23年度　収益化 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 会計課倉庫内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 その他 国際交流会館関係 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 平成16～33年度　収入支出予定額調（平成28年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 平成16～33年度　収入支出予定額調（平成29年度） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 平成16～33年度　収入支出予定額調（平成30年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 平成16～33年度　収入支出予定額調（令和元年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 平成16～33年度　収入支出予定額調（令和2年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 平成16～33年度　収入支出予定額調（令和3年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

予算・決算 調査・調書・報告関係 令和4～  年度　収入支出予定額調（令和4年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成23年度　振替伝票 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 会計課倉庫内 2032/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿

24



大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

その他会計経理 会計伝票 平成24年度　振替伝票　003～042 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成24年度　振替伝票　043～ 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成25年度　振替伝票　002～059 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成25年度　振替伝票　060～ 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成26年度　振替伝票　期末関係 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成26年度　振替伝票　通常 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成27年度　振替伝票① 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成27年度　振替伝票② 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成28年度　振替伝票 001～075 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成28年度　振替伝票 076～ 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成29年度　振替伝票① 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成29年度　振替伝票② 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成30年度　振替伝票 001～085 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 会計伝票 平成30年度　振替伝票 086～ 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和1年度　決算伝票 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和2年度　決算伝票 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

予算・決算 決算関係 令和3年度　決算伝票 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成17年度～（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成17年度～（平成25年度） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成17年度～（平成26年度） 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成27年度～（平成27年度） 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成27年度～（平成28年） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成27年度～（平成29年） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成27年度～（令和元年） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成27年度～（令和2年） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 年度計画（予算・収支計画・資金計画）平成27年度～（令和3年） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 移管

予算・決算 点検・評価・年度計画関係 第4期中期目標・中期計画 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成29年度　予算配分綴（外部資金含む） ① 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成29年度　予算配分綴（外部資金含む） ② 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成29年度　予算配分綴（補正予算） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成29年度学長裁量経費 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内 2023/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成30年度　予算配分綴① 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成30年度　予算配分綴（外部資金含む） ② 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成30年度　予算配分綴（補正予算） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成31年度　予算配分綴① 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成31年度　予算配分綴（外部資金含む） ② 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 移管

予算・決算 予算関係 平成31年度　予算配分綴（補正予算） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 移管

予算・決算 予算関係 令和2年度　予算配分綴① 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 移管

予算・決算 予算関係 令和2年度　予算配分綴（外部資金含む） ② 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 移管

予算・決算 予算関係 令和2年度　予算配分綴（補正予算） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 移管

予算・決算 予算関係 令和3年度　予算配分綴① 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 移管

予算・決算 予算関係 令和3年度　予算配分綴（外部資金含む） ② 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 移管

予算・決算 予算関係 令和3年度　予算配分綴（補正予算） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 移管

金銭出納 給与関係 平成24年度　給与　4月～6月賞与 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内　D-2 2023/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成24年度　給与　7月～10月 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内　D-2 2023/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成24年度　給与　11月～1月賞与 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内　D-2 2023/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成24年度　給与　2月～3月 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内　D-2 2023/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 平成24年度　現金出納帳 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2012(平成24年) 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成25年度　給与　4月～6月賞与 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成25年度　給与　7月～9月 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成25年度　給与　10月～12月 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成25年度　給与　1月～3月 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 平成25年度　現金出納帳 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2013(平成25年) 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成26年度　給与　4月～6月賞与 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成26年度　給与　7月～9月 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成26年度　給与　10月～12月 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成26年度　給与　1月～3月 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 平成26年度　現金出納帳 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2014(平成26年) 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2025/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成27年度　給与　4月～6月賞与 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成27年度　給与　7月～9月 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成27年度　給与　10月～12月賞与 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成27年度　給与　1月～3月 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 平成27年度消費税申告 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 平成27年度　現金出納帳 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2015(平成27年) 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 平成28年度　給与　4月～3月 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 平成28年度消費税申告 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 現金出納帳　平成28年度 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2016(平成28年) 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 運営費交付金　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 移管

その他会計経理 運用関係 資金運用　平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 移管

その他会計経理 基金関係 建学150周年基金  (2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 移管

その他会計経理 寄付金関係 古本募金　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内　B-3 2023/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 給与支払　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 預り金口座　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内　B-1 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 銀行振込依頼書（H29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 住所等変更届　平成29年度(2017) 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 支払関係 外国送金　（2017）平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内　B-3 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 平成29年度消費税申告 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内　B-1 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 生命保険 生命保険　平成29年度(2017) 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 徴収関係 合格手続き配布物　（2017 平成29入学） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 出版会　（2017　平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内　B-1 2023/3/31 廃棄

調査・報告 調査関係 調査回答 平成29年度（2017） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料納付書　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料　猶予者・免除者への振込用紙発行（2017 平成29年度） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内　B-1 2023/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 H29年度　授業料 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 寄宿料の口座引落　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 国際交流会館　寄宿料・諸雑費領収書　平成29年度（2017） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 請求書　（2017）平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 現金出納帳　平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 会計課倉庫内　D-3 2028/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 お振込み明細一覧　平成29年度（2017） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 収納消し込み結果リスト　平成29年度（2017） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 平成29年度　振込明細表 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2017(平成29年) 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 会計課倉庫内　D-1 2028/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

その他会計経理 領収書関係 現金領収証受払簿  2017(平成29) 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-3 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収書　(2017)平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-1 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 授業料・入学料　領収書/額証明書発行願　（2017）平成29年度 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 会計課倉庫内　D-3 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 運営費交付金　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 移管

その他会計経理 運用関係 資金運用　平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 移管

その他会計経理 基金関係 建学150周年基金  (2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 移管

その他会計経理 寄付金関係 古本募金　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 給与支払　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内　B-3 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 預り金口座　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 銀行振込依頼書（H30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 住所等変更届　平成30年度(2018) 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

金銭出納 支払関係 外国送金　（2018）平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 平成30年度消費税申告 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 生命保険 生命保険　平成30年度(2018) 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 徴収関係 合格手続き配布物　（2018 平成30入学） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 出版会　（2018　平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

調査・報告 調査関係 調査回答 平成30年度（2018） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料納付書　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料　猶予者・免除者への振込用紙発行（2018 平成30年度） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 H30年度　授業料 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 寄宿料の口座引落　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 国際交流会館　寄宿料・諸雑費領収書　平成30年度（2018） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 請求書　（2018）平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 現金出納帳　平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内　B-3 2029/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 お振込み明細一覧　平成30年度（2018） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 収納消し込み結果リスト　平成30年度（2018） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 平成30年度　振込明細表 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2018(平成30年) 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内　B-1 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 現金領収証受払簿  2018(平成30) 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収書　(2018)平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-1 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 授業料・入学料　領収書/額証明書発行願　（2018）平成30年度 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内　B-3 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 運営費交付金　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 移管

その他会計経理 運用関係 資金運用　令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 移管

その他会計経理 基金関係 建学150周年基金　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 移管

その他会計経理 寄付金関係 古本募金　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 給与支払　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内　B-3 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 預り金口座　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 銀行振込依頼書（R1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 住所等変更届　令和1年度(2019) 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 令和1年度　債権発生通知書等 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 令和1年度　債権発生通知書等＜授業料・入学料＞ 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

金銭出納 支払関係 外国送金　（2019）令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 令和1年度消費税申告 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 生命保険 生命保険　令和1年度（2019） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 徴収関係 合格手続き配布物　（2019令和1年入学） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 出版会　（2019　令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

調査・報告 調査関係 調査回答 令和1年度（2019） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料納付書　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料　猶予者・免除者への振込用紙発行（2019　令和1年度） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 R1年度　授業料 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 寄宿料の口座引落　（2019）令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 国際交流会館　寄宿料・諸雑費領収書　令和1年度（2019） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 請求書　（2019）令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 現金出納帳　令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内　B-3 2030/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 お振込み明細一覧　令和1年度(2019) 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 収納消し込み結果リスト　令和1年度(2019) 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 令和1年度　振込明細表 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2019(令和1年) 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内　B-1 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 現金領収証受払簿  2019(令和1) 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収書　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-1 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 授業料・入学料　領収書/額証明書発行願　(2019)令和1年度 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内　B-3 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 運営費交付金　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 移管

その他会計経理 運用関係 資金運用　令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 移管

その他会計経理 基金関係 建学150周年基金　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 移管

その他会計経理 寄付金関係 古本募金　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 給与支払　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内　B-3 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 預り金口座　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 銀行振込依頼書（R2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 住所等変更届　令和2年度(2020) 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 令和2年度　債権発生通知書等 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 令和2年度　債権発生通知書等＜授業料・入学料＞ 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

金銭出納 支払関係 外国送金　（2020）令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 令和2年度消費税申告 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 生命保険 生命保険　令和2年度（2020） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 徴収関係 合格手続き配布物　（2020令和1年入学） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 出版会　（2020　令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

調査・報告 調査関係 調査回答 令和2年度（2020） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料納付書　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料　猶予者・免除者への振込用紙発行（2020　令和2年度） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 R2年度　授業料 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 寄宿料の口座引落　（2020）令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 国際交流会館　寄宿料・諸雑費領収書　令和2年度（2020） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 請求書　（2020）令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 現金出納帳　令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内　B-3 2031/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 お振込み明細一覧　令和2年度(2020) 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 収納消し込み結果リスト　令和2年度(2020) 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 令和2年度　振込明細表 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2020(令和2年) 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内　B-1 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 現金領収証受払簿  2020(令和2) 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収書　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-1 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 授業料・入学料　領収書/額証明書発行願　(2020)令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内　B-3 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 長期借入金　（2020）令和2年度 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内　B-3 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 運営費交付金　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 移管

その他会計経理 運用関係 資金運用　令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 移管

その他会計経理 基金関係 建学150周年基金　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 移管

その他会計経理 寄付金関係 古本募金　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

金銭出納 給与関係 給与支払　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内　B-3 2032/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

その他会計経理 口座関係 預り金口座　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 銀行振込依頼書（R3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 口座関係 銀行振込依頼書　海外送金他R3.12.1～4.3.31 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 住所等変更届　令和3年度(2021) 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

債権管理 債権関係 令和3年度　債権発生通知書等 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

金銭出納 支払関係 外国送金　（2021）令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 消費税関係 令和3年度消費税申告 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 生命保険 生命保険　令和3年度（2021） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 徴収関係 合格手続き配布物　（2021令和3年入学） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 出版会　（2021　令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

調査・報告 調査関係 調査回答 令和3年度（2021） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料納付書　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 入学料　猶予者・免除者への振込用紙発行（2021　令和3年度） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 R3年度　授業料 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 寄宿料の口座引落　（2021）令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

金銭出納 徴収関係 国際交流会館　寄宿料・諸雑費領収書　令和3年度（2021） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

債権管理 徴収関係 請求書　（2021）令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

金銭出納 帳簿関係 現金出納帳　令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内　B-3 2032/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 お振込み明細一覧　令和3年度(2021) 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 収納消し込み結果リスト　令和3年度(2021) 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

金銭出納 明細関係 令和3年度　振込明細表 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収証書　2021(令和3年) 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内　B-1 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 現金領収証受払簿  2021(令和3) 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 領収書　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-1 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 領収書関係 授業料・入学料　領収書/額証明書発行願　(2021)令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内　B-3 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 その他 長期借入金　（2021）令和3年度 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内　B-3 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 平成27年度産業廃棄物綴り 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 平成28年度産業廃棄物綴り 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 平成29年度産業廃棄物綴り 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 平成30年度産業廃棄物綴り 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 令和1年度産業廃棄物綴り 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 令和2年度産業廃棄物綴り 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 令和3年度産業廃棄物綴り 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 平成29年度 タクシーチケット保管ファイル 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 平成30年度 タクシーチケット保管ファイル 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 令和1年度 タクシーチケット保管ファイル 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 令和2年度 タクシーチケット保管ファイル 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 役務関係 令和3年度 タクシーチケット保管ファイル 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成24年度　科研費 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成25年度　科研費 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成26年度　科研費 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成27年度　科研費 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成28年度　科研費 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成29年度　科研費 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 平成30年度　科研費 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 令和1年度　科研費 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 令和2年度　科研費 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

科研費等 科学研究費助成事業 令和3年度　科研費 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 平成25年度　官公需関係 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 平成26年度　官公需関係 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 平成27年度　官公需関係 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 平成28年度　官公需関係 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 平成28年度　官公需関係 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 平成30年度　官公需関係 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 令和1年度　官公需関係 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 令和2年度　官公需関係 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

調査・報告 官公需関係 令和3年度　官公需関係 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成24年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成25年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成26年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成27年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成28年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成29年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 平成30年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 令和1年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 令和2年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 起案文書・通知 令和3年度　固定資産 少額備品等 除却異動綴 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 IP電話サービス（NTT東） 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 SGU海外旅行保険申込書 2014/10/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 総合情報コラボレーションセンター　システム運用技術担当者派遣業務　契約関係　一式 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 データベース科研契約入札書類一式（平成24年度） 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成22年度　ゼロックス契約（情報入出力に係わる総合支援サービス（複合機）） 2010/4/1 会計課 会計課 紙 2011/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 総合評価入札　情報入出力に係わる総合支援サービス（複合機） 2011/4/1 会計課 会計課 紙 2012/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29－34年度（総合評価入札）　情報入出力に係わる総合支援サービス（複合機） 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度（総合評価入札）　東京外国語大学ウェブサイトの構築 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度（総合評価入札）　印刷センター総合複写業務サービス 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成24年度　共同調達 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成25年度　共同調達 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成26年度　共同調達 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成27年度　共同調達 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成28年度　共同調達 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成29年度　共同調達 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成30年度　共同調達 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 令和1年度　共同調達 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 令和2年度　共同調達 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 令和3年度　共同調達 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 移管

その他会計経理 契約関係 平成24年度　契約文書綴 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度　契約文書綴 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成26年度　契約文書綴 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成27年度　契約文書綴 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度　契約文書綴 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度　契約文書綴 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度　契約文書綴 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度　契約文書綴 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度　契約文書綴 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度　契約文書綴 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成24年度　派遣契約関係 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

その他会計経理 契約関係 平成25年度　派遣契約関係 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成26年度　派遣契約関係 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成27年度　派遣契約関係 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度　派遣契約関係 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度　派遣契約関係 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度　派遣契約関係 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度　派遣契約関係 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度　派遣契約関係 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度　派遣契約関係 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成24年度　LLシステム一式 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成24年度　機密保持文書関係綴 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度　機密保持文書関係綴 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成26年度　機密保持文書関係綴 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成27年度　機密保持文書関係綴 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度　機密保持文書関係綴 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度　機密保持文書関係綴 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度　機密保持文書関係綴 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度　機密保持文書関係綴 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度　機密保持文書関係綴 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度　機密保持文書関係綴 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度（政府調達）　遠隔講義システム　一式 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度（政府調達）　学術情報基盤システム　一式　No.1 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度（政府調達）　学術情報基盤システム　一式　No.1 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度（政府調達）　学術情報基盤システム　一式　No.2 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度（政府調達）　学術情報基盤システム　一式　No.2 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度（政府調達）　学務情報システム　一式 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度（政府調達）　学務情報システム　一式 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成27年度　政府調達関係 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度　政府調達関係 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度　政府調達関係 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度　政府調達関係 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度　政府調達関係 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度　政府調達関係 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度　政府調達関係 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度（政府調達）　映像配信基盤システム 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度（政府調達）　内線電話機取替　一式 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度（政府調達）　東京外国語大学府中キャンパスで使用する電気　一式 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度（政府調達）　東京外国語大学府中キャンパスで使用する電気　一式 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度（政府調達）　東京外国語大学府中キャンパスで使用する電気　一式 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度（政府調達）　東京外国語大学府中キャンパスで使用する電気　一式 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成31年度（政府調達）　財務会計システム　一式 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成25年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成26年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成27年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度　国際交流会館1･2号館　火災保険申込書 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成27年度　調達経理係雑件 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成28年度　調達経理係雑件 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成29年度　調達経理係雑件 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 平成30年度　調達経理係雑件 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和1年度　調達経理係雑件 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和2年度　調達経理係雑件 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約関係 令和3年度　調達経理係雑件 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成24年度　契約決議書 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成25年度　契約決議書 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成26年度　契約決議書 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成27年度　契約決議書 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成28年度　契約決議書 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成29年度　契約決議書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 平成30年度　契約決議書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 令和1年度　契約決議書 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 令和2年度　契約決議書 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 契約決議書 令和3年度　契約決議書 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成24年度　ガス料金内訳書綴 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成25年度　ガス料金内訳書 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成26年度　ガス料金内訳書 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 会計課倉庫内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成27年度　ガス料金内訳書 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成28年度　ガス料金内訳書 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成29年度　ガス料金内訳書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 平成30年度　ガス料金内訳書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 令和1年度　ガス料金内訳書 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 令和2年度　ガス料金内訳書 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 光熱水料関係 令和3年度　ガス料金内訳書 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 平成28年分給与所得の源泉徴収票及び法定調書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 平成29年分給与所得の源泉徴収票及び法定調書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 平成30年分給与所得の源泉徴収票及び法定調書 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 平成31年分給与所得の源泉徴収票及び法定調書 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 平成29年度研究補助等申請書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 平成30年度研究補助等申請書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 令和1年度研究補助等申請書 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 令和2年度研究補助等申請書 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

調査・報告 謝金関係 令和3年度研究補助等申請書 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 調査関係 平成28年度　グリーン購入法関係 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

調査・報告 調査関係 平成29年度　グリーン購入法関係 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成28年度 会計課預かり物品受領書 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度 会計課預かり物品受領書 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度 会計課預かり物品受領書 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度 会計課預かり物品受領書 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度 会計課預かり物品受領書 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和3年度 会計課預かり物品受領書 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度PPC用紙綴 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度PPC用紙綴 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度PPC用紙綴 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

物品管理 物品管理関係 令和2年度PPC用紙綴 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和3年度PPC用紙綴 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　ＡＡ研（共通経費・個人研究費） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　ＡＡ研（共通経費・個人研究費） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　ＡＡ研（共通経費・個人研究費） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　ＡＡ研（共通経費・個人研究費） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　ＡＡ研（共通経費・個人研究費） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　ＡＡ研（自己収入・運営費）・その他経費 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　ＡＡ研（自己収入・運営費）・その他経費 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　ＡＡ研（自己収入・運営費）・その他経費 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　ＡＡ研（自己収入・運営費）・その他経費 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　ＡＡ研（自己収入・運営費）・その他経費 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　科学研究費補助金　ＡＡ研 世界言語社会教育センター 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　科学研究費補助金　ＡＡ研 世界言語社会教育センター 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　科学研究費補助金　ＡＡ研 世界言語社会教育センター 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　科学研究費補助金　ＡＡ研 世界言語社会教育センター 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　科学研究費補助金　ＡＡ研 世界言語社会教育センター 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　会計課・施設課 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　会計課・施設課 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　会計課・施設課 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　会計課・施設課 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　会計課・施設課 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　学術情報課 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　学術情報課 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　学術情報課 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　学術情報課 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　学術情報課 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　学生課 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　学生課 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　学生課 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　学生課 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　学生課 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　留学生課 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　留学生課 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　留学生課 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　留学生課 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　留学生課 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　留学生日本語教育センター（留日教育、間接相当、留学生課経費、外部資金） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　留学生日本語教育センター（留日教育、間接相当、留学生課経費、外部資金） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　留学生日本語教育センター（留日教育、間接相当、留学生課経費、外部資金） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　留学生日本語教育センター（留日教育、間接相当、留学生課経費、外部資金） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　留学生日本語教育センター（留日教育、間接相当、留学生課経費、外部資金） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　教務課・研究院事務室 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　教務課・研究院事務室 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　教務課・研究院事務室 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　教務課・研究院事務室 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　教務課・研究院事務室 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　研究協力課・人事労務課 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　研究協力課・人事労務課 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　研究協力課・人事労務課 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　研究協力課・人事労務課 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　研究協力課・人事労務課 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　国際化拠点室（役務） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　国際化拠点室（役務） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　国際化拠点室（役務） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　国際化拠点室（役務） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　国際化拠点室（役務） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　国際化拠点室（物件） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　国際化拠点室（物件） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　国際化拠点室（物件） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　国際化拠点室（物件） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　国際化拠点室（物件） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　世界言語教育センター・国際日本研究センター 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　世界言語教育センター・国際日本研究センター 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　世界言語教育センター・国際日本研究センター 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　世界言語教育センター・国際日本研究センター 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　世界言語教育センター・国際日本研究センター 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　総務企画課（役務） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　総務企画課（役務） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　総務企画課（役務） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　総務企画課（役務） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　総務企画課（役務） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　総務企画課（物品） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　総務企画課（物品） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　総務企画課（物品） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　総務企画課（物品） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　総務企画課（物品） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　大学院総合国際学研究院（研究院事務室、可視化、外部資金） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　大学院総合国際学研究院（研究院事務室、可視化、外部資金） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　大学院総合国際学研究院（研究院事務室、可視化、外部資金） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　大学院総合国際学研究院（研究院事務室、可視化、外部資金） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　大学院総合国際学研究院（研究院事務室、可視化、外部資金） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・研究代表者分） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・研究代表者分） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・研究代表者分） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・研究代表者分） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・研究代表者分） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係
平成29年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・分担者分、学部、留日センター、その

他）
2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係
平成30年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・分担者分、学部、留日センター、その

他）
2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・分担者分、学部、留日センター、その他） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・分担者分、学部、留日センター、その他） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　科学研究費（大学院総合国際学研究院・分担者分、学部、留日センター、その他） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（あ～そ）、専攻共通） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（あ～そ）、専攻共通） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（あ～そ）、専攻共通） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（あ～そ）、専攻共通） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（あ～そ）、専攻共通） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（た～、連携講座）） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（た～、連携講座）） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（た～、連携講座）） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（た～、連携講座）） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　大学院総合国際学研究院（教員（た～、連携講座）） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　入試課・高大連携支援室 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　入試課・高大連携支援室 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　入試課・高大連携支援室 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　入試課・高大連携支援室 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　入試課・高大連携支援室 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成29年度物請　留学生日本語教育センター（個人研究費） 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 平成30年度物請　留学生日本語教育センター（個人研究費） 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和1年度物請　留学生日本語教育センター（個人研究費） 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　留学生日本語教育センター（個人研究費） 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

物品管理 物品管理関係 令和2年度物請　留学生日本語教育センター（個人研究費） 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成24年度　振替伝票 2012/4/1 会計課 会計課 紙 2013/4/1 10年 会計課倉庫内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成25年度　振替伝票 2013/4/1 会計課 会計課 紙 2014/4/1 10年 会計課倉庫内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成26年度　振替伝票 2014/4/1 会計課 会計課 紙 2015/4/1 10年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成27年度　振替伝票 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 10年 会計課倉庫内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成28年度　振替伝票 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成29年度　振替伝票 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 平成30年度　振替伝票 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 令和1年度　振替伝票 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 令和2年度　振替伝票 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

その他会計経理 振替伝票 令和3年度　振替伝票 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 平成27年汚染負荷量賦課金関係 2015/4/1 会計課 会計課 紙 2016/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 平成28年汚染負荷量賦課金関係 2016/4/1 会計課 会計課 紙 2017/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 平成29年汚染負荷量賦課金関係 2017/4/1 会計課 会計課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 平成30年汚染負荷量賦課金関係 2018/4/1 会計課 会計課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 令和1年汚染負荷量賦課金関係 2019/4/1 会計課 会計課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 令和2年汚染負荷量賦課金関係 2020/4/1 会計課 会計課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

その他会計経理 汚染負荷量賦課金 令和3年汚染負荷量賦課金関係 2021/4/1 会計課 会計課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 平成31年出勤簿（常勤職員） 2019/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2022/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和2年出勤簿（常勤職員） 2020/1/1 施設企画課 施設企画課 紙+電子媒体 2021/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和3年出勤簿（常勤職員） 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2022/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/12/31 廃棄 共有サーバー内

施設企画係 勤務時間管理 平成31年度出勤簿（非常勤職員） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和2年出勤簿（非常勤職員） 2020/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和3年出勤簿（非常勤職員） 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2022/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 平成31年休暇簿（常勤職員） 2019/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2022/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和2年休暇簿（常勤職員） 2020/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和3年休暇簿（常勤職員） 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2022/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和2年度休暇簿（非常勤職員） 2020/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和3年度休暇簿（非常勤職員） 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2022/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 平成31年週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 2019/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2022/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和2年週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 2020/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/12/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 平成31年度時間外労働申請書・勤務時間報告書 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 勤務時間管理 令和2年度時間外労働申請書・勤務時間報告書 2020/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/1/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/12/31 廃棄

施設企画係 出張 平成31年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 出張 令和2年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 出張 令和3年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 非常勤 平成29年度非常勤職員雇用計画 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 非常勤 平成30年度非常勤職員雇用計画 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 非常勤 平成31年度非常勤職員雇用計画 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 非常勤 令和2年度非常勤職員雇用計画 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 非常勤 令和3年度非常勤職員雇用計画 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成24年度契約決議書 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成25年度契約決議書 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成26年度契約決議書 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成27年度契約決議書 2015/4/1 施設課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2026/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成28年度契約決議書 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成29年度契約決議書 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成30年度契約決議書 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2029/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成31年度契約決議書 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2030/3/31 廃棄

施設企画係 会計 令和2年度契約決議書 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2031/3/31 廃棄

施設企画係 会計 令和3年度契約決議書 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成29年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成30年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成31年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 会計 令和2年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 会計 令和3年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成29年度立替金 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成30年度立替金 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 会計 平成31年度立替金 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 会計 令和2年度立替金 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 会計 令和3年度立替金 2021/1/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 概算要求関係 平成25年度概算要求関係 2012/4/1 会計課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 平成26年度概算要求関係 2013/4/1 会計課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 平成27年度概算要求関係 2014/4/1 会計課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 平成28年度概算要求関係 2015/4/1 会計課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 平成29年度概算要求関係 2016/4/1 会計課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 平成30年度概算要求関係 2017/4/1 会計課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2028/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 平成31年度概算要求関係 2018/4/1 会計課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2029/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 令和2年度概算要求関係 2019/4/1 会計課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2030/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 令和3年度概算要求関係 2020/4/1 会計課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2031/3/31 移管

施設企画係 概算要求関係 令和4年度概算要求関係 2021/4/1 会計課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 会議 平成30年度財務・施設マネジメント・オフィス 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 会議 平成31年度財務・施設マネジメント・オフィス 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 会議 令和2年度財務・施設マネジメント・オフィス 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成25年度契約関係書類（工事） 2013/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設企画係 契約関係 平成26年度契約関係書類（工事） 2014/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設企画係 契約関係 平成27年度契約関係書類（工事） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設企画係 契約関係 平成28年度契約関係書類（工事） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設企画係 契約関係 平成29年度契約関係書類（工事） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設企画係 契約関係 平成30年度契約関係書類（工事） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設企画係 契約関係 平成31年度契約関係書類（工事） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和2年度契約関係書類（工事）① 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和2年度契約関係書類（工事）② 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

施設企画係 契約関係 令和2年度契約関係書類（工事）③ 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（工事）① 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（工事）② 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（工事）③ 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（工事）④ 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（工事）⑤ 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（工事）⑥ 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設企画係 契約関係 平成27年度契約関係書類（役務） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 5年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成28年度契約関係書類（役務） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成29年度契約関係書類（役務）１ 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成29年度契約関係書類（役務）２ 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成30年度契約関係書類（役務）１ 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成30年度契約関係書類（役務）２ 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 平成31年度契約関係書類（役務） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 令和2年度契約関係書類（役務） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 令和2年度契約関係書類（役務）（府中キャンパス等清掃業務①） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 令和2年度契約関係書類（役務）（府中キャンパス等清掃業務②） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 令和3年度契約関係書類（役務） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 エレベーター契約関係書類　平成27～29年度（3年間） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 契約関係 エレベーター契約関係書類　平成30～32年度（3年間） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 調査・報告 平成24年度施設実態調査 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成25年度施設実態調査 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成26年度施設実態調査 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成27年度施設実態調査 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成28年度施設実態把握 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成29年度施設実態把握 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2028/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成30年度施設実態把握 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2029/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 平成31年度施設実態把握 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2030/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 令和2年度施設実態把握 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2031/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 令和3年度施設実態把握 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成24年度） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成25年度） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成26年度） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成27年度） 2015/4/1 施設課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2026/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成28年度） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2028/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2029/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2030/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2031/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　提出書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成24年度） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成25年度） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成26年度） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成27年度） 2015/4/1 施設課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2026/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成28年度） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2028/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2029/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2030/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2031/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　提出書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成24年度） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成25年度） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成26年度） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成27年度） 2015/4/1 施設課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2026/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成28年度） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2028/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2029/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2030/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2031/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　提出書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成24年度） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成25年度） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成26年度） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成27年度） 2015/4/1 施設課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2026/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成28年度） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2028/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2029/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2030/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2031/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　提出書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 東京外国語大学学内各課・室　提出書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 調査・報告 国立大学財務・経営センター　提出書類（平成24年度） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 国立大学財務・経営センター　提出書類（平成25年度） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2024/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 国立大学財務・経営センター　提出書類（平成26年度） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2025/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 国立大学財務・経営センター　提出書類（平成27年度） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2026/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 大学改革支援・学位授与機構　提出書類（平成28年度） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2027/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 大学改革支援・学位授与機構　提出書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟地階　倉庫 2028/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 大学改革支援・学位授与機構　提出書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2029/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 大学改革支援・学位授与機構　提出書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2030/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 大学改革支援・学位授与機構　提出書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2031/3/31 移管

施設企画係 調査・報告 大学改革支援・学位授与機構　提出書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟3階　施設企画課 2032/3/31 移管

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　通知書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　通知書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　通知書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　通知書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課　通知書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　通知書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　通知書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　通知書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　通知書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課　通知書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　通知書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　通知書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　通知書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　通知書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部契約情報室　通知書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　通知書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　通知書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　通知書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　通知書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付　通知書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課　通知書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課　通知書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 東京外国語大学学内各課・室　通知書類（令和3年度） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 1年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 学外者・一般　通知書類（平成29年度） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟地階　倉庫 2023/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 学外者・一般　通知書類（平成30年度） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 学外者・一般　通知書類（平成31年度） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 学外者・一般　通知書類（令和2年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

施設企画係 文書管理 学外者・一般　通知書類（令和3年度） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

施設管理係 財産管理 東京外国語大学敷地測量並びに境界確定業務 2002/4/1 施設課 施設企画課 紙 2003/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 移転推進関係綴 1996/4/1 施設課 施設企画課 紙 1997/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 移転関係（文部省、財務局、都、府中市とのやりとり） 1999/4/1 施設課 施設企画課 紙 2000/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 移転関係 1998/4/1 施設課 施設企画課 紙 1999/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 移転関係綴 2001/4/1 施設課 施設企画課 紙 2002/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 建物取得協議関係綴 2000/4/1 施設課 施設企画課 紙 2001/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 建物取得協議関係綴2　平成13年度 2001/4/1 施設課 施設企画課 紙 2002/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 建物取得協議関係綴2　平成14年度 2002/4/1 施設課 施設企画課 紙 2003/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 平成15年度独立行政法人移行不動産鑑定資料 2003/4/1 施設課 施設企画課 紙 2004/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設管理係 財産管理 朝日町通り（歩道拡幅）関係　住民説明会資料　多磨墓地前駅周辺地区街づくり協議会 2000/4/1 施設課 施設企画課 紙 2001/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 財産管理 契約書関係　不動産貸借No.1 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設管理係 財産管理 契約書関係　不動産貸借No.2 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設管理係 報告書 平成6年度電子計算システム関係事務　宿舎状況報告書 1994/4/1 施設課 施設企画課 紙 1995/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 報告書 平成7年度電子計算システム関係事務　宿舎状況報告書 1995/4/1 施設課 施設企画課 紙 1996/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 報告書 平成8年度電子計算システム関係事務　宿舎状況報告書 1996/4/1 施設課 施設企画課 紙 1997/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 台帳関係 宿舎現況記録 1997/4/1 施設課 施設企画課 紙 1998/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 台帳関係 宿舎現況記録 1993/4/1 施設課 施設企画課 紙 1994/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 台帳関係 宿舎現況記録（合同宿舎） 1997/4/1 施設課 施設企画課 紙 1998/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫

施設管理係 台帳関係 国有財産台帳（1）　公共システム研究所 1999/4/1 施設課 施設企画課 紙 2000/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 台帳関係 国有財産台帳（2）　公共システム研究所 1999/4/1 施設課 施設企画課 紙 2000/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 台帳関係 国有財産台帳（3）　公共システム研究所 1999/4/1 施設課 施設企画課 紙 2000/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
施設管理係 台帳関係 宿舎関係　　宿舎貸与申請書等　滝野川宿舎 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設管理係 台帳関係 宿舎関係　　宿舎貸与申請書等　保谷宿舎 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設管理係 台帳関係 宿舎関係　　宿舎貸与申請書等　吉祥寺宿舎 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
施設管理係 官庁届出書類 消防計画 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

建築係 官庁届出書類 平成22年度までの特殊建築物等定期調査報告書 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 官庁届出書類 平成23年度以降の特殊建築物等定期調査報告書 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 官庁届出書類 平成22年度までの工事関係書類（官庁届出） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 その他 平成22年度までの計画通知（確認済証・検査済証） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 その他 平成23年度以降の計画通知（確認済証・検査済証） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 平成25年度までの工事関係書類（設計） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
建築係 設計図書 平成26年度工事関係書類（設計） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 平成27年度工事関係書類（積算） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 平成27年度工事関係書類（設計） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 平成28年度工事関係書類（積算） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 平成28年度工事関係書類（設計） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 平成29年度工事関係書類（積算） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 平成29年度工事関係書類（設計） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 平成30年度工事関係書類（積算） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 平成30年度工事関係書類（設計） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 平成31年度工事関係書類（積算） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 平成31年度工事関係書類（設計） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 令和2年度工事関係書類（積算） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 令和2年度工事関係書類（設計） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 積算 令和3年度工事関係書類（積算） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
建築係 設計図書 令和3年度工事関係書類（設計） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 積算 平成27年度工事関係書類（積算） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 積算 平成28年度工事関係書類（積算） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 積算 平成29年度工事関係書類（積算） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 積算 平成30年度工事関係書類（積算） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 積算 平成31年度工事関係書類（積算） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 積算 令和2年度工事関係書類（積算） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

電気係+A224:C225 積算 令和3年度工事関係書類（積算） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成21年度までの工事関係書類（設計図書） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
電気係 設計図書 平成22年度工事関係書類（設計図書） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成23年度工事関係書類（設計図書） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成24年度工事関係書類（設計図書） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成25年度工事関係書類（設計図書） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成26年度工事関係書類（設計図書） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

電気係 設計図書 平成27年度工事関係書類（設計図書） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成28年度工事関係書類（設計図書） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成29年度工事関係書類（設計図書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成30年度工事関係書類（設計図書） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 平成31年度工事関係書類（設計図書） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 令和2年度工事関係書類（設計図書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 設計図書 令和3年度工事関係書類（設計図書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 現場関係書類 平成27年度工事関係書類（現場関係書類） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 廃棄

電気係 現場関係書類 平成28年度工事関係書類（現場関係書類） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 廃棄

電気係 現場関係書類 平成29年度工事関係書類（現場関係書類） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

電気係 現場関係書類 平成30年度工事関係書類（現場関係書類） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

電気係 現場関係書類 平成31年度工事関係書類（現場関係書類） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 現場関係書類 令和2年度工事関係書類（現場関係書類） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 現場関係書類 令和3年度工事関係書類（現場関係書類） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成21年度までの工事関係書類（完成図書） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
電気係 完成図書 平成22年度工事関係書類（完成図書） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成23年度工事関係書類（完成図書） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成24年度工事関係書類（完成図書） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成25年度工事関係書類（完成図書） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成26年度工事関係書類（完成図書） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成27年度工事関係書類（完成図書） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成28年度工事関係書類（完成図書） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成29年度工事関係書類（完成図書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成30年度工事関係書類（完成図書） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 平成31年度工事関係書類（完成図書） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 完成図書 令和2年度工事関係書類（完成図書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

電気係 完成図書 令和3年度工事関係書類（完成図書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成21年度までの工事関係書類（官庁届出） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
電気係 官庁届出書類 平成22年度工事関係書類（官庁届出） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成23年度工事関係書類（官庁届出） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成24年度工事関係書類（官庁届出） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成25年度工事関係書類（官庁届出） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成26年度工事関係書類（官庁届出） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成27年度工事関係書類（官庁届出） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成28年度工事関係書類（官庁届出） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成29年度工事関係書類（官庁届出） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成30年度工事関係書類（官庁届出） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 平成31年度工事関係書類（官庁届出） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 令和2年度工事関係書類（官庁届出） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 官庁届出書類 令和3年度工事関係書類（官庁届出） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 保全業務 平成28年度までの役務関係書類（積算） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 廃棄

電気係 保全業務 平成28年度までの役務関係書類（仕様書） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 廃棄

電気係 保全業務 平成28年度までの役務関係書類（報告書） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 廃棄

電気係 保全業務 令和元年度までの役務関係書類（積算） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

電気係 保全業務 令和元年度までの役務関係書類（仕様書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

電気係 保全業務 令和元年度までの役務関係書類（報告書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

電気係 保全業務 令和2年度役務関係書類（積算） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

電気係 保全業務 令和2年度役務関係書類（仕様書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

電気係 保全業務 令和2年度役務関係書類（報告書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

電気係 その他 PCB保管処理等関係　№1 1993/4/1 施設課 施設企画課 紙 1994/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 その他 PCB保管処理等関係　№2 2008/4/1 施設課 施設企画課 紙 2009/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 その他 PCB保管処理等関係　№3 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 その他 PCB高圧コンデンサー（3台）の処理　（マニュフェスト伝票） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 その他 高濃度PCB、低濃度PCBの処理（マニュフェスト伝票） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
電気係 その他 平成12年度～平成28年度までのの東京電力／経済産業省 関係 2000/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2001/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 廃棄

電気係 その他 分散型電源導入促進事業費補助金関係書類 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

電気係 その他 入退室管理システム 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2016/4/1 5年 学内サーバー入退室管理システム 廃棄

電気係 その他 本郷サテライト入退室設備改修工事登録者 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 電子媒体 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 積算 平成29年度工事関係書類（積算） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

機械係 積算 平成30年度工事関係書類（積算） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

機械係 積算 平成31年度工事関係書類（積算） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

機械係 積算 令和2年度工事関係書類（積算） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

機械係 積算 令和3年度工事関係書類（積算） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

機械係 設計図書 平成20年度までの工事関係書類（設計図書） 2008/4/1 施設課 施設企画課 紙 2009/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成21年度工事関係書類（設計図書） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成22年度工事関係書類（設計図書） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成23年度工事関係書類（設計図書） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成24年度工事関係書類（設計図書） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成25年度工事関係書類（設計図書） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成26年度工事関係書類（設計図書） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成27年度工事関係書類（設計図書） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成28年度工事関係書類（設計図書） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成29年度工事関係書類（設計図書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成30年度工事関係書類（設計図書） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 保健管理センター地階　倉庫
機械係 設計図書 平成31年度工事関係書類（設計図書） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 設計図書 令和2年度工事関係書類（設計図書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 設計図書 令和3年度工事関係書類（設計図書） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成20年度までの工事関係書類（完成図書） 2008/4/1 施設課 施設企画課 紙 2009/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
機械係 完成図書 平成21年度工事関係書類（完成図書） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成22年度工事関係書類（完成図書） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成23年度工事関係書類（完成図書） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成24年度工事関係書類（完成図書） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成25年度工事関係書類（完成図書） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成26年度工事関係書類（完成図書） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成27年度工事関係書類（完成図書） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成28年度工事関係書類（完成図書） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成29年度工事関係書類（完成図書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成30年度工事関係書類（完成図書） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 平成31年度工事関係書類（完成図書） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 令和2年度工事関係書類（完成図書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 完成図書 令和3年度工事関係書類（完成図書） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成20年度までの工事関係書類（官庁届出） 2008/4/1 施設課 施設企画課 紙 2009/4/1 無期限 本部管理棟地階　倉庫
機械係 官庁届出書類 平成21年度工事関係書類（官庁届出） 2009/4/1 施設課 施設企画課 紙 2010/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成22年度工事関係書類（官庁届出） 2010/4/1 施設課 施設企画課 紙 2011/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成23年度工事関係書類（官庁届出） 2011/4/1 施設課 施設企画課 紙 2012/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成24年度工事関係書類（官庁届出） 2012/4/1 施設課 施設企画課 紙 2013/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成25年度工事関係書類（官庁届出） 2013/4/1 施設課 施設企画課 紙 2014/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課

機械係 官庁届出書類 平成26年度工事関係書類（官庁届出） 2014/4/1 施設課 施設企画課 紙 2015/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成27年度工事関係書類（官庁届出） 2015/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2016/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成28年度工事関係書類（官庁届出） 2016/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2017/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成29年度工事関係書類（官庁届出） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成30年度工事関係書類（官庁届出） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 平成31年度工事関係書類（官庁届出） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 令和2年度工事関係書類（官庁届出） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 官庁届出書類 令和3年度工事関係書類（官庁届出） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 無期限 本部管理棟3階　施設企画課
機械係 保全業務 平成29年度役務関係書類（積算） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

機械係 保全業務 平成30年度役務関係書類（積算） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

機械係 保全業務 平成31年度役務関係書類（積算） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

機械係 保全業務 令和2年度役務関係書類（積算） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

機械係 保全業務 令和3年度役務関係書類（積算） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄

機械係 保全業務 平成29年度役務関係書類（仕様書） 2017/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2023/3/31 廃棄

機械係 保全業務 平成30年度役務関係書類（仕様書） 2018/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2024/3/31 廃棄

機械係 保全業務 平成31年度役務関係書類（仕様書） 2019/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2025/3/31 廃棄

機械係 保全業務 令和2年度役務関係書類（仕様書） 2020/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2026/3/31 廃棄

機械係 保全業務 令和3年度役務関係書類（仕様書） 2021/4/1 施設企画課 施設企画課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟3階　施設企画課 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２７年出勤簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2015/1/1 研究協力課総務係 研究協力課研究企画係 紙 2016/1/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２８年出勤簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2016/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２８年出勤簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２８年裁量労働報告書 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２８年度勤務時間報告関係 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 人事 平成２８年度非常勤職員関係ファイル 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成２８年度科学技術研究調査関係 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管
研究企画係 その他 平成２８年度連携講座関係 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成4年度） 1992/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1993/4/1 30年 事務室 2023/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成4年度） 1992/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1993/4/1 30年 事務室 2023/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成4年度AA研研究生関係 1992/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1993/4/1 30年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成24年度言語研修 2012/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 移管

研究協力係 外部資金 卓越した大学院拠点形成支援補助金 2012/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成29年度共同研究専門委員会 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成29年度共同研究専門委員会 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成29年度AA自己評価委員会 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 平成29年度フィールドサイエンス企画センター(FSC関係） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成29年度役員とアジア・アフリカ言語文化研究所との懇談会 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成29年度企画運営委員会 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成29年度） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 言語研修（平成29年度） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
共同研究拠点係 申請 平成29年度AA研所蔵・保管資料の許諾・利用申請 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 20年 事務室 2038/3/31 移管
共同研究拠点係 申請 平成29年度フェロー＆ジュニア・フェロー 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 申請 平成29年度キャンパスカード 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 申請 平成29年度イベント申請書 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 平成29年度AA研予算 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 平成29年度特定有期雇用職員 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 フィールド言語学ワークショップ（平成29年度） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 調査 平成29年度年度点検・評価データ（AA研） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成29年度研究戦略策定委員会 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 調査・報告 平成29年度調査物 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 平成29年度現代中東地域研究推進事業 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
共同研究拠点係 共同研究 平成29年度共同利用・共同研究課題（外国人客員共同研究型、短期滞在型研究員） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

研究企画係 勤務時間管理 平成２９年出勤簿（事務職員） 2017/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年出勤簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2017/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年出勤簿（外国人研究員） 2017/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年休暇簿（事務職員） 2017/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年休暇簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2017/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

研究企画係 勤務時間管理 平成２９年休暇簿（外国人研究員） 2017/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年出勤簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年休暇簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 出張 平成２９年度出張関係綴り　全国・命令 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 出張 平成２９年度出張関係綴り　先方負担・招へい・研修 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年度兼業関係綴り　委嘱による出張・短時間の兼業 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年度兼業関係綴り　兼業一覧に載らないもの　特任研究員 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年裁量労働報告書 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成２９年度勤務時間報告関係 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄
研究企画係 人事 平成２９年度非常勤職員関係ファイル 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成２９年度通知・調査・回答関係１ 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成２９年度通知・調査・回答関係２ 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成２９年度科学技術研究調査関係 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管
研究企画係 その他 平成２９年度連携講座関係 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管
研究企画係 その他 平成２９年度EUIJ 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究企画係 役務・物品 平成２９年度会計関係 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

現代アフリカ地域研究センター 出張 平成29年度出張関連綴 2017/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2018/4/1 5年 センター室 2023/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 勤務時間管理 平成29年度兼業関連綴 2017/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2018/4/1 5年 センター室 2023/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 外部資金 2017年度現代アフリカ教育研究基金 2017/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2018/4/1 5年 センター室 2023/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 人事 2017年度外国人研究員関連綴 2017/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2018/4/1 5年 センター室 2023/3/31 移管

研究協力係 科学研究費補助金 平成28年度科学研究費補助金（実績報告書・繰越申請書） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成29年度科学研究費補助金（公募要領・説明会資料） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成29年度科学研究費補助金（計画調書） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成29年度科学研究費補助金（実績報告書・研究成果報告書） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成29年度科学研究費補助金（交付申請・内定） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成29年度科学研究費補助金（交付決定・額の確定） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成29年度科学研究費補助金（中断・異動・分担金払出） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 日本学術振興会関係 平成29年度日本学術振興会特別研究員 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 南アジア地域研究（平成29年度） 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 平成29年度外部資金 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【基盤A・その他】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【基盤B①】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【基盤B②】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【基盤C】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【特研・分担金】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【若手B・南アジア】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成29年度科研費出張（旅費）【分担金②・特研・研スタ・国際関係研究所経費】 2017/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成5年度） 1993/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1994/4/1 30年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成5年度） 1993/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1994/4/1 30年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成5年度AA研研究生関係 1993/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1994/4/1 30年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成5年度言語研修修了者 1993/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1994/4/1 30年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成5年度言語研修外国人講師契約書 1993/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1994/4/1 30年 事務室 2024/3/31 廃棄

現代アフリカ地域研究センター 外部資金 2018年度現代アフリカ教育研究基金 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 5年 センター室 2024/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 出張 平成30年度出張関連綴 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 5年 センター室 2024/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 勤務時間管理 平成30年度兼業関連綴 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 5年 センター室 2024/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 申請 平成30年度申請書等関連綴 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 5年 センター室 2024/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 会議 2018年度諮問委員会合関連綴 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 10年 センター室 2029/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 人事 2018年度外国人研究員関連綴 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 5年 センター室 2024/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 申請 2018年度後援名義使用関連綴 2018/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2019/4/1 5年 センター室 2024/3/31 廃棄

共同研究拠点係 会議 平成30年度共同研究専門委員会 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成30年度共同研究専門委員会 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成30年度AA自己評価委員会 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 平成30年度フィールドサイエンス企画センター(FSC関係） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成30年度企画運営委員会 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成30年度） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 言語研修（平成30年度） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
共同研究拠点係 申請 平成30年度AA研所蔵・保管資料の許諾・利用申請 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 20年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 申請 平成30年度フェロー＆ジュニア・フェロー 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 申請 平成30年度キャンパスカード 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 申請 平成30年度イベント申請書 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 平成30年度AA研予算 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 平成30年度特定有期雇用職員 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 フィールド言語学ワークショップ（平成30年度） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 調査 平成30年度年度点検・評価データ（AA研） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成30年度研究戦略策定委員会 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 調査・報告 平成30年度調査物 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 平成30年度現代中東地域研究推進事業 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
共同研究拠点係 共同研究 平成30年度共同利用・共同研究課題（外国人客員共同研究型、短期滞在型研究員） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管

研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（公募要領） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（計画調書） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（実績報告書） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（分担金受入） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（交付決定）（分担金払出） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（異動・辞退・中断など） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金（交付内定申請・支払請求書） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 日本学術振興会関係 平成30年度日本学術振興会特別研究員 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 南アジア地域研究（平成30年度） 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 平成30年度外部資金 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【基盤A・若手B】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【基盤B①】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【基盤B②】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【基盤C・その他①】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【その他②】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【分担金①】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成30年度科研費出張（旅費）【分担金②・特研・研スタ・国際関係研究所経費】 2018/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年出勤簿（事務職員） 2018/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年度出勤簿（非常勤） 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年休暇簿（事務職員） 2018/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年休暇簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2018/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年休暇簿（外国人研究員） 2018/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年休暇簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 出張 平成30年度出張関係綴り　全国・命令 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 出張 平成30年度出張関係綴り　先方負担・招へい・研修 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年度兼業関係綴り　委嘱による出張・短時間の兼業 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年度兼業関係綴り　兼業一覧に載らないもの　特任研究員 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年裁量労働報告書 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成30年度勤務時間報告関係 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

研究企画係 人事 平成30年度非常勤職員関係ファイル 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成30年度通知・調査・回答関係１ 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成30年度通知・調査・回答関係２ 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成30年度科学技術研究調査関係 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管
研究企画係 その他 平成30年度連携講座関係 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管
研究企画係 その他 平成30年度EUIJ 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管
研究企画係 役務・物品 平成30年度会計関係 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成6年度） 1994/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1995/4/1 30年 事務室 2025/3/31 移管

共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成6年度） 1994/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1995/4/1 30年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成6年度AA研研究生関係 1994/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1995/4/1 30年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成6年度言語研修修了者 1994/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1995/4/1 30年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成6年度言語研修外国人講師契約書 1994/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1995/4/1 30年 事務室 2025/3/31 廃棄

現代アフリカ地域研究センター 外部資金 2019年度現代アフリカ教育研究基金 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 5年 センター室 2025/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 出張 平成31年度出張関連綴 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 5年 センター室 2025/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 勤務時間管理 平成31年度兼業関連綴 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 5年 センター室 2025/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 申請 平成31年度申請書等関連綴 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 5年 センター室 2025/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 会議 2019年度諮問委員会合関連綴 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 10年 センター室 2030/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 人事 2019年度外国人研究員関連綴 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 5年 センター室 2025/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 申請 2019年度後援名義使用関連綴 2019/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2020/4/1 5年 センター室 2025/3/31 廃棄

研究企画係 勤務時間管理 平成31年出勤簿（事務職員） 2019/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成31年度出勤簿（非常勤） 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和元年休暇簿（事務職員） 2019/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 平成３１年休暇簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2019/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和元年休暇簿（外国人研究員） 2019/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和元年度休暇簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和元年度裁量労働報告書 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和元年度勤務時間報告関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄
研究企画係 人事 平成31年度非常勤職員関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 平成31年度通知・調査・回答関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和元年度科学技術研究調査関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管
研究企画係 その他 平成31年度連携講座関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管
研究企画係 その他 令和元年度EUIJ 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究企画係 役務・物品 令和元年度会計関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究協力係 科学研究費補助金 平成31年度科学研究費補助金（公募要領） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成31年度科学研究費補助金（研究計画調書） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成31年度科学研究費補助金（交付決定） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成３１年度科学研究費補助金（内定・申請・支払請求書） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成31年度科学研究費補助金（実績報告書） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成31年度科学研究費補助金（分担金受入） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 平成31年度科学研究費補助金（分担金払出） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 日本学術振興会関係 平成31年度日本学術振興会特別研究員 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

研究協力係 外部資金 南アジア地域研究（平成31年度） 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 令和元年度外部資金 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究協力係 出張 平成31年度科研費出張（旅費）　１／４ 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成31年度科研費出張（旅費）　２／４ 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成31年度科研費出張（旅費）　３／４ 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
研究協力係 出張 平成31年度科研費出張（旅費）　４／４ 2019/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

共同研究拠点係 会議 令和元年度共同研究専門委員会 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 令和元年度共同研究専門委員会 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 令和元年度AA自己評価委員会 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 令和元年度フィールドサイエンス企画センター(FSC関係） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 令和元年度企画運営委員会 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（令和元年度） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 言語研修（令和元年度） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 申請 令和元年度AA研所蔵・保管資料の許諾・利用申請 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 20年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 申請 令和元年度フェロー＆ジュニア・フェロー 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 申請 令和元年度キャンパスカード 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 申請 令和元年度イベント申請書 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 令和元年度AA研予算 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 その他 令和元年度特定有期雇用職員 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 フィールド言語学ワークショップ（令和元年度） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 調査 令和元年度年度点検・評価データ（AA研） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 令和元年度AA将来計画検討委員会 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 調査・報告 令和元年度調査物 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 その他 令和元年度現代中東地域研究推進事業 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 共同研究 令和元年度共同利用・共同研究課題（外国人客員共同研究型、短期滞在型研究員） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成7年度） 1995/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1996/4/1 30年 事務室 2026/3/31 移管
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成7年度） 1995/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1996/4/1 30年 事務室 2026/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成7年度AA研研究生関係 1995/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1996/4/1 30年 事務室 2026/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成7年度言語研修修了者 1995/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1996/4/1 30年 事務室 2026/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成7年度言語研修外国人講師契約書 1995/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1996/4/1 30年 事務室 2026/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成8年度） 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1997/4/1 30年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成8年度） 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1997/4/1 30年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成8年度AA研研究生関係 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1997/4/1 30年 事務室 2027/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成8年度言語研修修了者 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1997/4/1 30年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成8年度言語研修外国人講師契約書 1996/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1997/4/1 30年 事務室 2027/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成9年度） 1997/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成9年度） 1997/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成9年度AA研研究生関係 1997/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成9年度言語研修修了者 1997/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成9年度言語研修外国人講師契約書 1997/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 廃棄
共同研究拠点係 出版 ISBN87297原簿 1997/12/22 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成10年度） 1998/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1999/4/1 30年 事務室 2029/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成10年度） 1998/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1999/4/1 30年 事務室 2029/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成10年度AA研研究生関係 1998/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1999/4/1 30年 事務室 2029/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成10年度言語研修修了者 1998/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1999/4/1 30年 事務室 2029/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成10年度言語研修外国人講師契約書 1998/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 1999/4/1 30年 事務室 2029/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成11年度） 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成11年度） 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成11年度AA研研究生関係 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成11年度言語研修修了者 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成11年度言語研修外国人講師契約書 1999/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 言語研修による単位互換関係綴（1999年） 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成12年度） 2000/4/1 研究協力課総務・企画係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2001/4/1 30年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成12年度） 2000/4/1 研究協力課総務・企画係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2001/4/1 30年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成12年度AA研研究生関係 2000/4/1 研究協力課研修・共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2001/4/1 30年 事務室 2031/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成12年度言語研修修了者 2000/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2001/4/1 30年 事務室 2031/3/31 移管

共同研究拠点係 言語研修 平成12年度言語研修外国人講師契約書 2000/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2001/4/1 30年 事務室 2031/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成13年度） 2001/4/1 研究協力課総務・企画係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2002/4/1 30年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営諮問委員会（平成13年度） 2001/4/1 研究協力課総務・企画係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2002/4/1 30年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成13年度AA研研究生関係 2001/4/1 研究協力課研修・共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2002/4/1 30年 事務室 2032/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成13年度言語研修修了者 2001/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2002/4/1 30年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成13年度言語研修外国人講師契約書 2001/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2002/4/1 30年 事務室 2032/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成14年度） 2002/4/1 研究協力課総務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2003/4/1 30年 事務室 2033/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営諮問委員会（平成14年度） 2002/4/1 研究協力課総務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2003/4/1 30年 事務室 2033/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成14年度AA研研究生関係 2002/4/1 研究協力課研究協力第二係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2003/4/1 30年 事務室 2033/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成14年度言語研修修了者 2002/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2003/4/1 30年 事務室 2033/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成14年度言語研修外国人講師契約書 2002/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2003/4/1 30年 事務室 2033/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成15年度運営諮問委員会関係綴 2003/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研究所庶務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2004/4/1 30年 事務室 2034/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成15年度） 2003/4/1 研究協力課総務係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2004/4/1 30年 事務室 2034/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成15年度AA研研究生関係 2003/4/1 研究協力課研究協力第二係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2004/4/1 30年 事務室 2034/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 平成15年度言語研修修了者 2003/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所研修・情報処理係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2004/4/1 30年 事務室 2034/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 平成15年度言語研修外国人講師契約書 2003/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2004/4/1 30年 事務室 2034/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成16年度運営諮問委員会関係綴 2004/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2005/4/1 30年 事務室 2035/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成16年度） 2004/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2005/4/1 30年 事務室 2035/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成16年度AA研研究生関係 2004/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2005/4/1 30年 事務室 2035/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成17年度） 2005/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2006/4/1 30年 事務室 2036/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成17年度AA研研究生関係 2005/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2006/4/1 30年 事務室 2036/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成18年度） 2006/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2007/4/1 30年 事務室 2037/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成18年度言語研修テキスト許諾書 2006/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2007/4/1 20年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成18年度AA研研究生関係 2006/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2007/4/1 30年 事務室 2037/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成19年度運営諮問委員会 2007/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2008/4/1 30年 事務室 2038/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成19年度） 2007/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2008/4/1 30年 事務室 2038/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成19年度言語研修テキスト許諾書 2007/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2008/4/1 20年 事務室 2028/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成19年度AA研研究生関係 2007/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2008/4/1 30年 事務室 2038/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 平成20年度運営諮問委員会 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成20年度） 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成20年度言語研修テキスト許諾書 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 20年 事務室 2029/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成20年度AA研研究生関係 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 モンゴル語（平成20年度） 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 フランス語圏アフリカ手話（平成20年度） 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 トウヴァ語（平成20年度） 2008/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 平成21年度運営諮問委員会 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成21年度） 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成21年度電子的複製・翻刻＋公開許諾書 2009/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 20年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成21年度言語研修テキスト許諾書 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 20年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 その他 タイ交流基金へのAA研出版物利用許諾書関連 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 20年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 平成21年度運営諮問委員会、四大学連合、中東研究日本センター委員会 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 廃棄
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成21年度AA研研究生関係 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 廃棄
共同研究拠点係 言語研修 モンゴル語（平成21年度） 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 パンヤジャービー語（平成21年度） 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 アカン語（平成21年度） 2009/4/1 研究協力課全国共同利用係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成22年度） 2010/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2011/4/1 30年 事務室 2041/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成22年度電子的複製・翻刻＋公開許諾書 2010/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2011/4/1 20年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 Field+執筆・販売・電子公開同意書（5巻以降）
Field+電子公開の許諾書（1～4巻） 2010/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2011/4/1 20年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成22年度言語研修テキスト許諾書 2010/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2011/4/1 20年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成22年度） 2010/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2011/4/1 30年 事務室 2041/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成22年度AA研研究生関係 2010/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2011/4/1 30年 事務室 2041/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 研究所教授会（平成23年度） 2011/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2012/4/1 30年 事務室 2042/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成23年度電子的複製・翻刻＋公開許諾書 2011/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2012/4/1 20年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成23年度言語研修テキスト許諾書 2011/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2012/4/1 20年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成23年度） 2011/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2012/4/1 30年 事務室 2042/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成23年度AA研研究生関係 2011/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2012/4/1 30年 事務室 2042/3/31 廃棄
共同研究拠点係 諸証明 平成24年度言語研修テキスト許諾書 2012/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2013/4/1 20年 事務室 2033/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成24年度） 2012/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2013/4/1 30年 事務室 2043/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成24年度AA研研究生関係 2012/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2013/4/1 30年 事務室 2043/3/31 廃棄
共同研究拠点係 諸証明 平成25年度言語研修テキスト許諾書 2013/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2014/4/1 20年 事務室 2034/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成25年度） 2013/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2014/4/1 30年 事務室 2044/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成25年度AA研研究生関係 2013/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2014/4/1 30年 事務室 2044/3/31 廃棄
共同研究拠点係 諸証明 平成26年度言語研修テキスト許諾書 2014/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2015/4/1 20年 事務室 2035/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成26年度） 2014/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成26年度AA研研究生関係 2014/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2015/4/1 30年 事務室 2045/3/31 廃棄
共同研究拠点係 諸証明 平成27年度言語研修テキスト許諾書 2015/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2016/4/1 20年 事務室 2036/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成27年度） 2015/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 移管
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成27年度AA研研究生関係 2015/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2016/4/1 30年 事務室 2046/3/31 廃棄
共同研究拠点係 諸証明 平成28年度言語研修テキスト許諾書 2016/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2017/4/1 20年 事務室 2037/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成28年度） 2016/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 その他 現代中東地域研究推進事業 2016/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2017/4/1 5年 事務室 2047/3/31 廃棄
共同研究拠点係 研究生・研修生 平成28年度AA研研究生関係 2016/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2017/4/1 30年 事務室 2047/3/31 廃棄
共同研究拠点係 諸証明 平成29年度言語研修テキスト許諾書 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 20年 事務室 2038/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成29年度） 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 30年 事務室 2048/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 平成30年度言語研修テキスト許諾書 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 20年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（平成30年度） 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 30年 事務室 2049/3/31 移管
共同研究拠点係 諸証明 令和元年度言語研修テキスト許諾書 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 20年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 研究所運営委員会（令和元年度） 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 30年 事務室 2050/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成27年度　出版物 2015/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2016/4/1 20年 事務室 2036/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成26年度　出版物 2014/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2015/4/1 20年 事務室 2035/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成24年度　出版物（含　外部出版・出版外経費・フィールドプラス） 2012/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2013/4/1 20年 事務室 2033/3/31 移管

共同研究拠点係 申請 平成27年度フェロー＆ジュニア・フェロー 2015/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

共同研究拠点係 申請 AA研所蔵・保管資料の許諾・利用申請　平成25年度～平成27年度 2014/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2015/4/1 20年 事務室 2035/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 外部資金 2020年度現代アフリカ教育研究基金 2020/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2021/4/1 5年 センター室 2026/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 勤務時間管理 令和2年度兼業関連綴 2020/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2021/4/1 5年 センター室 2026/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 申請 令和2年度申請書等関連綴 2020/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2021/4/1 5年 センター室 2026/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 会議 2020年度特別研究員・フェロー関連綴 2020/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2021/4/1 5年 センター室 2026/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 人事 2020年度外国人研究員関連綴 2020/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2021/4/1 5年 センター室 2026/3/31 移管

研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（公募要領） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（研究計画調書） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（交付決定） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（内定・申請・支払請求書） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（実績報告書） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（分担金受入） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（分担金払出） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金（異動・変更） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 日本学術振興会関係 令和2年度日本学術振興会特別研究員 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管

研究協力係 外部資金 南アジア地域研究（令和2年度） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 令和2年度外部資金 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究協力係 出張 令和2年度科研費出張（旅費） 2020/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和元年度データ標準化関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管
研究企画係 勤務時間管理 令和２年出勤簿（事務職員） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年休暇簿（事務職員） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年休暇簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年休暇簿（外国人研究員） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年度出勤簿（非常勤） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年度休暇簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年度裁量労働報告書 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和２年度勤務時間報告関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
研究企画係 勤務時間管理 令和２年度勤務時間報告関係② 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
研究企画係 人事 令和２年度非常勤職員関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和２年度通知・調査・回答関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和２年度科学技術研究調査関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
研究企画係 その他 令和２年度連携講座関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
研究企画係 役務・物品 令和２年度会計関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 会議 令和２年度第41回研究協力部課長会議関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
研究企画係 その他 令和２年度SDG大学連携プラットフォーム関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和２年度データ標準化関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管

研究企画係 外部資金 令和２年度競争的研究費における制度改善（バイアウト） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管

研究企画係 外部資金 令和２年度～競争的研究費における制度改善（若手研究者の自発的研究活動） 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管

共同研究拠点係 会議 2020年度　企画運営委員会① 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2020年度　企画運営委員会② 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2020年度　運営委員会 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2020年度　教授会① 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2020年度　教授会② 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 調査・報告 2020年度　調査物 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
共同研究拠点係 その他 2020年度　AA研予算 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄
共同研究拠点係 出張 2020年度　旅費 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
共同研究拠点係 共同研究 2020年度　共同利用・共同研究課題　新規募集課題書類 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
共同研究拠点係 共同研究 2020年度　共同研究員委嘱関連綴 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
共同研究拠点係 その他 2016（H28）年度～現代中東地域研究推進事業 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 2014-2019年度研修専門委員会議事要旨 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2020年度研修専門委員会議事要旨 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 2020年度言語研修 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 令和元年度研究戦略策定委員会 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 会議 令和2年度研究戦略策定委員会 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
共同研究拠点係 人事 平成３０.31年度人事関係綴 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 人事 令和２年度人事関係綴 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
共同研究拠点係 勤務時間管理 平成３１年度令和元年度所外委嘱関係 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄
共同研究拠点係 勤務時間管理 令和2年度所外委嘱関係 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院研究支援係 経費執行管理 令和3年度 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ　物品請求/役務伺　など① 2021/4/1 研究協力課大学院研究支援係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 5年 MIRAI推進室（401F） 2027/3/31 廃棄
大学院研究支援係 経費執行管理 令和3年度 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ　物品請求/役務伺　など② 2021/4/1 研究協力課大学院研究支援係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 5年 MIRAI推進室（401F） 2027/3/31 廃棄
大学院研究支援係 経費執行管理 令和3年度 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ　補助金対象経費証憑 2021/4/1 研究協力課大学院研究支援係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 5年 MIRAI推進室（401F） 2027/3/31 廃棄
大学院研究支援係 会議 令和3年度 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ 2021/4/1 研究協力課大学院研究支援係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
大学院研究支援係 MIRAI以外 2021年度大学院研究支援係　MIRAI以外の用務に係る資料 2021/4/1 研究協力課大学院研究支援係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（公募要領） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（研究計画調書） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（交付決定） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（内定・申請・支払請求書） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（分担金受入①） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（分担金受入②（未使用額返還） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（分担金払出） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 科学研究費補助金 令和3年度科学研究費補助金（異動・変更） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 出張 令和3年度科研費出張（旅費） 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究協力係 日本学術振興会関係 令和3年度日本学術振興会特別研究員 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 外部資金 令和3年度外部資金 2021/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究協力係 外部資金 平成24年度環境研究総合推進費（環境省→東京大学→再委託） 2012/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄
研究協力係 外部資金 平成25年度環境研究総合推進費（環境省→東京大学→再委託） 2013/4/1 研究協力課研究協力係 研究協力課研究協力係 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

共同研究拠点係 会議 2021年度　企画運営委員会① 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度　企画運営委員会② 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度　運営委員会 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度　教授会① 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度　教授会② 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考
共同研究拠点係 調査・報告 2021年度　調査物 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 その他 2021年度　AA研予算 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄
共同研究拠点係 共同研究 2020年度　共同利用・共同研究課題 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 共同研究 2021年度　共同研究員委嘱関連綴 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度研修専門委員会 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 言語研修 2021年度言語研修 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度共同研究専門委員会/審査会 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 2021年度　四大学連合附置研究所長懇談会（四大学連合文化講演会含む） 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課大学院研究支援係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成29年度　出版関係 2017/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2018/4/1 20年 事務室 2038/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 平成30年度　出版関係 2018/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2019/4/1 20年 事務室 2039/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 令和元年度　出版関係 2019/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2020/4/1 20年 事務室 2040/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 令和2年度　出版関係 2020/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2021/4/1 20年 事務室 2041/3/31 移管
共同研究拠点係 出版 令和3年度　出版関係 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 20年 事務室 2042/3/31 移管
共同研究拠点係 会議 令和3年度研究戦略策定委員会 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
共同研究拠点係 人事 令和3年度人事関係綴 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
共同研究拠点係 勤務時間管理 令和3年度所外委嘱関係 2021/4/1 研究協力課共同研究拠点係 研究協力課共同研究拠点係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

研究企画係 勤務時間管理 令和３年休暇簿（アジア・アフリカ言語文化研究所教員） 2021/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和３年休暇簿（外国人研究員） 2021/1/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和３年度休暇簿（非常勤・特定有期雇用職員） 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和３年度裁量労働報告書 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄
研究企画係 勤務時間管理 令和３年度勤務時間報告関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
研究企画係 人事 令和３年度非常勤職員関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和３年度通知・調査・回答関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 その他 令和３年度連携講座関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
研究企画係 役務・物品 令和３年度会計関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 その他 令和３年度SDG大学連携プラットフォーム関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄
研究企画係 調査・報告 令和３年度データ標準化関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究企画係 外部資金 令和３年度競争的研究費における制度改善（バイアウト） 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管
研究企画係 調査・報告 令和３年度科学技術研究調査関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
研究企画係 会議 平成28年度現代アフリカ地域研究センター関係 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管

研究企画係 会議 平成29年度現代アフリカ地域研究センター関係 2017/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管
研究企画係 会議 平成30年度現代アフリカ地域研究センター関係 2018/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管
研究企画係 会議 平成31年度現代アフリカ地域研究センター関係 2019/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管
研究企画係 会議 令和２年度現代アフリカ地域研究センター関係 2020/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管
研究企画係 会議 令和３年度現代アフリカ地域研究センター関係 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管
研究企画係 会議 研究アドミニストレーション・オフィス関係　平成28年度～ 2016/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管
研究企画係 会議 研究アドミニストレーション・オフィス関係　令和３年度～ 2021/4/1 研究協力課研究企画係 研究協力課研究企画係 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

現代アフリカ地域研究センター 外部資金 2021年度現代アフリカ教育研究基金 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 5年 センター室 2027/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 会議 2021年度諮問委員会合関連綴 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 10年 センター室 2032/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 勤務時間管理 2021年度兼業関連綴 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 5年 センター室 2027/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 兼業 2021年度研修関連綴 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 3年 センター室 2025/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 会議 2021年度特別研究員・フェロー関連綴 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 5年 センター室 2027/3/31 廃棄
現代アフリカ地域研究センター 人事 2021年度外国人研究員関連綴 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 5年 センター室 2027/3/31 移管
現代アフリカ地域研究センター 出版 2021年度ASC出版物関連綴 2021/4/1 現代アフリカ地域研究センター 現代アフリカ地域研究センター 紙 2022/4/1 5年 センター室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 その他 公文書等の管理に関する法律施行令の規定に基づく歴史史料等保有施設の指定について 2010/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2011/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2041/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ 2007年度東京外国語大学学術成果コレクションに関する決裁文書 2008/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2009/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ 2008年度東京外国語大学学術成果コレクションに関する決裁文書 2008/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2010/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ 2009年度東京外国語大学学術成果コレクションに関する決裁文書 2009/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2011/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ 2010年度東京外国語大学学術成果コレクションに関する決裁文書 2010/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2012/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ 2012年度東京外国語大学学術成果コレクションに関する決裁文書 2012/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書２　東京外国語大学論集1～50（2006年度～

2006年度申請・許諾）
2006/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2007/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書３　東京外国語大学論集51～（2006年度～

2009年度申請・許諾）
2006/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2010/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書７　アジア・アフリカ言語文化研究（2006年

度～2006年度申請・許諾）
2006/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2007/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書１０　日本語学校論集／留学生日本語教育セ

ンター論集（2006年度～2006年度申請・許諾）
2006/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2007/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書１　博士学位論文（2007年度～2016年度申

請・許諾）
2007/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書４　言語文化研究／地域文化研究／言語・地

域文化研究（2009年度～2010年度申請・許諾）
2009/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2011/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書５　総合文化研究／語学研究所論集／クァド

ランテ（2006年度～2014年度申請・許諾）
2006/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書６　シリーズ多言語多文化協働実践研究

（2009年度～2015年度申請・許諾）
2009/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書８　アジア・アフリカの言語と言語学／アジ

ア・アフリカ基礎語彙集（2007年度～2013年度申請・許諾）
2007/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書９－1　アジア・アフリカ言語文化研究所出版

物（図書）（2010年度～2017年度申請・許諾）
2010/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書９－２　アジア・アフリカ言語文化研究所出

版物（雑誌）（2010年度～2017年度申請・許諾）
2010/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書１１　日本語・日本語学研究、その他（2011

年度～2017年度申請・許諾）
2011/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書１２　史資料ハブ：地域文化研究（2003年度

～2010年度申請・許諾）
2003/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2011/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 廃棄

課長補佐 機関リポジトリ
東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書１３　ELPR publication series（2013年度～

2014年度申請・許諾）
2013/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成23年度館報カスタリア発行に関する記録 2011/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2012/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成25年度館報カスタリア発行に関する記録 2013/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2014/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成26年度館報カスタリア発行に関する記録 2014/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2015/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成27年度館報カスタリア発行に関する記録 2015/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2016/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成28年度館報カスタリア発行に関する記録 2016/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成29年度館報カスタリア発行に関する記録 2017/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

課長補佐 広報 平成30年度館報カスタリア発行に関する記録 2018/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 広報 令和元年度館報カスタリア発行に関する記録 2019/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

課長補佐 広報 令和2年度館報カスタリア発行に関する記録 2020/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

課長補佐 広報 令和3年度館報カスタリア発行に関する記録 2021/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 古本募金 令和3年度古本募金寄付者情報 2021/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 電子媒体 2022/4/1 1年 学内サーバー事務共通システム 2023/3/31 移管 共有サーバー内

課長補佐 施設整備
ラーニングコモンズ施設整備　（什器類整備及び既存ＬＡＮ設備移設等一式　仕様策定委員会及び

技術審査含む）
2011/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2012/4/1 15年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

課長補佐 その他 図書館及び関連組織のための国際標準識別子（ＩＳＩＬ）について 2011/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2012/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 平成13年度大学図書館間協定書 2001/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2002/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 平成14年度大学図書館間協定書 2002/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2003/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 平成15年度大学図書館間協定書 2003/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2004/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 平成20年度大学図書館間協定書 2008/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2010/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 平成22年度大学図書館間協定書 2010/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2011/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 平成25年度大学図書館間協定書 2013/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

課長補佐 相互利用 令和2年度大学図書館間協定書 2020/4/1 学術情報課課長補佐 学術情報課課長補佐 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 組織設置 平成19年度出版会設置準備に関する会議・打合せ・検討資料 2007/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2038/3/31 移管

総務係 組織設置 平成20年度出版会設置準備に関する会議・打合せ・検討資料 2008/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2039/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

総務係 会議 平成20年度出版会運営委員会 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成21年度出版会運営委員会 2009/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成22年度出版会運営委員会 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成23年度出版会運営委員会 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成24年度出版会運営委員会 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成25年度出版会運営委員会 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成26年度出版会運営委員会 2014/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成27年度出版会運営委員会 2015/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成28年度出版会運営委員会 2016/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成29年度出版会運営委員会 2017/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成30年度出版会運営委員会 2018/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 令和元年度出版会運営委員会 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 会議 令和2年度出版会運営委員会 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 会議 令和3年度出版会運営委員会 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 会議 平成20年度出版会編集委員会 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 移管

総務係 会議 平成21年度出版会編集委員会 2009/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 移管

総務係 会議 平成22年度出版会編集委員会 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 移管

総務係 会議 平成23年度出版会編集委員会 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 移管

総務係 会議 平成24年度出版会編集委員会 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 移管

総務係 会議 平成25年度出版会編集委員会 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成26年度出版会編集委員会 2014/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成27年度出版会編集委員会 2015/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成28年度出版会編集委員会 2016/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成29年度出版会編集委員会 2017/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成30年度出版会編集委員会 2018/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 2019年度出版会編集委員会 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 会議 2020年度出版会編集委員会 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 会議 2021年度出版会編集委員会 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 出版契約 平成23年度出版契約締結伺 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成24年度出版契約締結伺 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成25年度出版契約締結伺 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成26年度出版契約締結伺 2014/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成27年度出版契約締結伺 2015/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成28年度出版契約締結伺 2016/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成29年度出版契約締結伺 2017/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成30年度出版契約締結伺 2018/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 令和元年度出版契約締結伺 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 令和2年度出版契約締結伺 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 令和3年度出版契約締結伺 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成25年度出版契約解除合意伺 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成22年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2010/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成23年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2011/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成24年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2012/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成25年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2013/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成26年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2014/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成27年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2015/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成28年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2016/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成29年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2017/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 平成30年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2018/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 令和元年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 令和2年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版契約 令和3年度出版会（著作権使用料（印税）支払、アドバンス（印税前払金）支払、共同出版） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

総務係 出版事業 平成23年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2011/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成24年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2012/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成25年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2013/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成26年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2014/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成27年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2015/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成28年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2016/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成29年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2017/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成30年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2018/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 出版事業 令和元年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 出版事業 2020年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 出版事業 2021年度出版会（出版販売委託取引、著者割引購入） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成21年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2009/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成22年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2010/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成23年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2011/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成24年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2012/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成25年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2013/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成26年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2014/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成27年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2015/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成28年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2016/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成29年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2017/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出版事業 平成30年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2018/4/1 学術情報課専門職員 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 出版事業 令和元年度出版会（学内プロジェクト業務、特定有期専門員（出版会担当）への報奨金） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 出版事業 出版会案内送付先名簿 2010/4/1 学術情報課専門員 学術情報課総務係 電子媒体 2011/4/1 無期限 図書館ファイルサーバー 無期限 共有サーバー内

総務係 勤務時間 平成30年出勤簿（常勤職員） 2018/1/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 2019年出勤簿（常勤職員） 2019/1/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 2020年出勤簿（常勤職員） 2020/1/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 平成30年度出勤簿（特定有期・非常勤職員） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和元年度出勤簿（特定有期・非常勤職員） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和2年度出勤簿（特定有期・非常勤職員） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和3年度出勤簿（裁量労働制適用者） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 2019年休暇簿（常勤職員・年次休暇用、病気休暇・特別休暇用） 2019/1/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 2020年休暇簿（常勤職員・年次休暇用、病気休暇・特別休暇用） 2020/1/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和元年度休暇簿（特定有期・非常勤職員） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和2年度休暇簿（特定有期・非常勤職員） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和3年度休暇簿（裁量労働制適用者） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 2019年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和2年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 平成29年度時間外労働申請書・勤務時間報告書 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 平成30年度時間外労働申請書・勤務時間報告書 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和元年度時間外労働申請書・勤務時間報告書 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和2年度時間外労働申請書・勤務時間報告書 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和3年度勤務時間報告書 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 電子媒体 2022/4/1 5年 学内サーバー事務共通システム 2027/3/31 廃棄 共有サーバー内

総務係 勤務時間 2019年度始業・終業時間記録簿 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 2020年度始業・終業時間記録簿 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 平成29年度毎月勤労統計調査 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

総務係 勤務時間 平成30年度毎月勤労統計調査 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 勤務時間 令和元年度毎月勤労統計調査 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 雇用 平成29年度 非常勤職員雇用計画 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 雇用 平成30年度 非常勤職員雇用計画 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 雇用 2019年度 非常勤職員雇用計画 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 雇用 2020年度 非常勤職員雇用計画 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 雇用 2021年度 非常勤職員雇用計画 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 出張 平成29年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出張 平成30年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 出張 令和元年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 出張 令和3年度旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 研修 平成29年度研修・講習会（開催通知、申込み、決定通知） 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 研修 平成30年度研修・講習会（開催通知、申込み、決定通知） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 研修 令和元年度研修・講習会（開催通知、申込み、決定通知） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 研修 2020年度研修・講習会（開催通知、申込み、決定通知） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 研修 2021年度研修・講習会（開催通知、申込み、決定通知） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成19年度電動集密書架（1階）概算要求資料[平成20年度分要求] 2007/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 予算・経理 平成20年度電動集密書架（1階）概算要求資料[平成21年度分要求] 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 予算・経理 平成21年度電動集密書架（1階）概算要求資料[平成22年度分要求] 2009/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 予算・経理 平成22年度電動集密書架（1階）概算要求資料[平成23年度分要求] 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 予算・経理 平成22年度概算要求資料[平成23年度分要求] 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 予算・経理 平成29年度国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス料金相殺結果通知書及び支払書類 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成30年度国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス料金相殺結果通知書及び支払書類 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和元年度国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス料金相殺結果通知書及び支払書類 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和2年度国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス料金相殺結果通知書及び支払書類 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和3年度国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス料金相殺結果通知書及び支払書類 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成29年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成30年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和元年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和2年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和3年度物品請求及命令書・役務請求支出伺書 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成29年度立替金・謝金・都内出張等 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成30年度立替金・謝金・都内出張等 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和元年度立替金・謝金・都内出張等 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 謝金　2020年度 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 謝金　2021年度 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 調査 平成12年度大学図書館実態調査 2000/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2001/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 調査 平成13年度大学図書館実態調査 2001/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2002/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 調査 平成14年度大学図書館実態調査 2002/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2003/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2033/3/31 移管

総務係 調査 平成15年度大学図書館実態調査 2003/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2004/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2034/3/31 移管

総務係 調査 平成16年度大学図書館実態調査 2004/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2005/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2035/3/31 移管

総務係 調査 平成17年度学術情報基盤実態調査 2005/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2006/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2036/3/31 移管

総務係 調査 平成18年度学術情報基盤実態調査 2006/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2007/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2037/3/31 移管

総務係 調査 平成19年度学術情報基盤実態調査 2007/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2038/3/31 移管

総務係 調査 平成20年度学術情報基盤実態調査 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2039/3/31 移管

総務係 調査 平成21年度学術情報基盤実態調査 2009/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2040/3/31 移管

総務係 調査 平成22年度学術情報基盤実態調査 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2041/3/31 移管

総務係 調査 平成23年度学術情報基盤実態調査 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2042/3/31 移管

総務係 調査 平成24年度学術情報基盤実態調査 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2043/3/31 移管

総務係 調査 平成25年度学術情報基盤実態調査 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2044/3/31 移管

総務係 調査 平成26年度学術情報基盤実態調査 2014/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2045/3/31 移管

総務係 調査 平成27年度学術情報基盤実態調査 2015/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 調査 平成28年度学術情報基盤実態調査 2016/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 移管

総務係 調査 平成29年度学術情報基盤実態調査 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 調査 平成30年度学術情報基盤実態調査 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 調査 令和元年度学術情報基盤実態調査 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 調査 令和2年度学術情報基盤実態調査 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 調査 令和3年度学術情報基盤実態調査 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 調査 平成5年度図書館調査 1993/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1994/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 移管

総務係 調査 平成6年度図書館調査 1994/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1995/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 調査 平成7年度図書館調査 1995/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1996/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 調査 平成8年度図書館調査 1996/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1997/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 移管

総務係 調査 平成9年度図書館調査 1997/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1998/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 調査 平成10年度図書館調査 1998/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1999/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 調査 平成11年度図書館調査 1999/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2001/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 調査 平成12年度図書館調査 2000/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2002/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 調査 平成13年度図書館調査 2001/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2002/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 調査 平成14年度図書館調査 2002/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2003/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2033/3/31 移管

総務係 調査 平成15年度図書館調査 2003/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2004/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2034/3/31 移管

総務係 調査 平成16年度図書館調査 2004/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2005/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2035/3/31 移管

総務係 調査 平成17年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2005/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2006/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2036/3/31 移管

総務係 調査 平成18年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2006/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2007/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2037/3/31 移管

総務係 調査 平成19年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2007/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2038/3/31 移管

総務係 調査 平成20年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2039/3/31 移管

総務係 調査 平成21年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2009/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2040/3/31 移管

総務係 調査 平成22年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2041/3/31 移管

総務係 調査 平成23年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2042/3/31 移管

総務係 調査 平成24年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2043/3/31 移管

総務係 調査 平成25年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2044/3/31 移管

総務係 調査 平成26年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2014/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 調査 平成27年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2015/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 調査 平成28年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2016/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 移管

総務係 調査 平成29年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 調査 平成30年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 調査 令和元年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 調査 令和2年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 調査 令和3年度大学・短期大学・高等専門学校図書館調査 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 調査 附属図書館利用者アンケート 2006/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2007/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 調査 附属図書館利用者アンケート 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 会議 平成10年度図書館委員会 1998/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 1999/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 平成11年度図書館委員会 1999/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2000/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 会議 平成12年度図書館委員会 2000/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2001/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 会議 平成13年度図書館委員会 2001/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2002/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 会議 平成14年度図書館委員会 2002/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2003/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 移管

総務係 会議 平成15年度図書館委員会 2003/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2004/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 移管

総務係 会議 平成16年度図書館委員会 2004/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2005/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 会議 平成17年度図書館委員会 2005/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2006/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

総務係 会議 平成18年度図書館委員会 2006/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2007/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 移管

総務係 会議 平成19年度図書館委員会 2007/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成20年度図書館委員会 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 平成21年度学術情報室(図書館担当）会議 2009/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2010/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 会議 平成22年度学術情報室(図書館担当）会議 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 会議 平成22年度図書館委員会 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成23年度図書館委員会 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成24年度図書館委員会 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成25年度図書館委員会 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成26年度図書館委員会 2014/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成27年度図書館委員会 2015/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成28年度図書館委員会 2016/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成29年度図書館委員会 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成30年度図書館委員会 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 令和元年度図書館委員会 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 移管

総務係 会議 令和2年度図書館委員会 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2031/3/31 移管

総務係 会議 令和3年度図書館委員会 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2032/3/31 移管

総務係 会議 平成16年度学術情報室会議 2004/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2005/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成17年度学術情報室会議 2005/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2006/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成18年度学術情報室会議 2006/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2007/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成19年度学術情報室会議 2007/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 移管

総務係 会議 平成19年度学術公開推進室会議 2007/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2008/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 平成20年度学術公開推進室会議 2008/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2009/4/1 20年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 移管

総務係 会議 平成22年度学術情報基盤委員会 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 会議 平成23年度学術情報基盤委員会 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 会議 平成24年度学術情報基盤委員会 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 会議 平成25年度学術情報基盤委員会 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 会議 平成26年度学術情報基盤委員会 2014/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 移管

総務係 会議 平成22年度学術情報基盤運営会議 2010/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2011/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 会議 平成23年度学術情報基盤運営会議 2011/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2012/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 会議 平成24年度学術情報基盤運営会議 2012/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 会議 平成25年度学術情報基盤運営会議 2013/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 会議 平成26年度学術情報基盤運営会議 2014/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 会議 平成27年度学術情報基盤運営会議 2015/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 庶務 平成29年度国立情報学研究所（照会調査、回答） 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成30年度国立情報学研究所（照会調査、回答） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和元年度国立情報学研究所（照会調査、回答） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和2年度国立情報学研究所（照会調査、回答） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成29年度国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（データ入力依頼・回答） 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成30年度国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（データ入力依頼・回答） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和元年度国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（データ入力依頼・回答） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成29年度庶務・総務（各種照会・通知・回答） 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成30年度庶務・総務（各種照会・通知・回答） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和元年度庶務・総務（各種照会・通知・回答） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 庶務 2020年度庶務・総務（各種照会・通知・回答） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 庶務 2021年度庶務・総務（各種照会・通知・回答） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 庶務 新型コロナ関係照会・回答等（令和2年度） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 庶務 新型コロナ関係照会・回答等（令和3年度） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 移管

総務係 予算・経理 平成29年度予算（要求・執行） 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 平成30年度予算（要求・執行） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和元年度予算（要求・執行） 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 予算・経理 令和2年度予算（要求・執行） 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 移管

総務係 予算・経理 令和3年度予算（要求・執行） 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 移管

総務係 行事 平成27年度附属図書館講演会・特別展示（開催案内広報、講師依頼） 2015/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 行事 平成28年度附属図書館講演会・特別展示（開催案内広報、講師依頼） 2016/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 行事 平成29年度附属図書館講演会・特別展示（開催案内広報、講師依頼） 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 行事 平成30年度附属図書館講演会・特別展示（開催案内広報、講師依頼） 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成27年度法人文書、個人情報管理 2015/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2016/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成28年度法人文書、個人情報管理 2016/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成29年度法人文書、個人情報管理 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成30年度法人文書、個人情報管理 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和元年度法人文書、個人情報管理 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和2年度法人文書、個人情報管理 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和3年度法人文書、個人情報管理 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成29年度公印管理簿 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 庶務 平成30年度公印管理簿 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和元年度公印管理簿 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和2年度公印管理簿 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 庶務 令和3年度公印管理簿 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 出張 平成29年度近距離旅行用PASMO管理簿 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出張 平成30年度近距離旅行用PASMO管理簿 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 出張 令和元年度近距離旅行用PASMO管理簿 2019/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

総務係 出張 令和2年度近距離旅行用PASMO管理簿 2020/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

総務係 出張 令和3年度近距離旅行用PASMO管理簿 2021/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

総務係 出張 平成29年度PASMO利用状況報告 2017/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

総務係 出張 平成30年度PASMO利用状況報告 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

総務係 出張 令和元年度PASMO利用状況報告 2018/4/1 学術情報課総務係 学術情報課総務係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成27年度契約締結伺 2015/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成28年度契約締結伺 2016/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成29年度契約締結伺 2017/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成30年度契約締結伺 2018/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

受入係 図書契約 令和元年度契約締結伺 2019/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

受入係 図書契約 2020年度契約締結伺い 2020/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

受入係 図書契約 2021年度契約締結伺い 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成29年度外国図書の納入価格（レート）通知 2017/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成30年度外国図書の納入価格（レート）通知 2018/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

受入係 図書契約 令和元年度外国図書の納入価格（レート）通知 2019/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

受入係 図書契約 令和2年度外国図書の納入価格（レート）通知 2020/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

受入係 図書契約 令和3年度外国図書の納入価格（レート）通知 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

受入係 寄贈 平成29年度寄贈図書・備品図書減価償却原議書 2017/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

受入係 寄贈 平成30年度寄贈図書・備品図書減価償却原議書 2018/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

受入係 寄贈 令和元度寄贈図書・備品図書減価償却原議書 2019/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

受入係 寄贈 令和2年度寄贈図書・備品図書減価償却原議書 2020/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

受入係 寄贈 令和3年度寄贈図書・備品図書減価償却原議書 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

受入係 資産管理 図書原簿 1913/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 1914/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

受入係 AA研文献資料室 AA研文献資料室利用証（2021年度） 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 1年 AA研1階 文献資料室 2023/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 AA研文献資料室閲覧証（2021年度） 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 1年 AA研1階 文献資料室 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

受入係 資産管理 新聞・雑誌廃棄原議書（平成28年度） 2016/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

受入係 資産管理 新聞・雑誌廃棄原議書（平成29年度） 2017/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

受入係 資産管理 新聞・雑誌廃棄原議書（平成30年度） 2018/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

受入係 資産管理 新聞・雑誌廃棄原議書（令和元年度） 2019/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

受入係 資産管理 新聞・雑誌廃棄原議書（令和2年度） 2020/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

受入係 資産管理 新聞・雑誌廃棄原議書（令和3年度） 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成17年度分） 2005/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2006/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2036/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成18年度分） 2006/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2007/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2037/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成19年度分） 2007/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2008/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2038/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成20年度分） 2008/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2009/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2039/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成21年度分） 2009/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2010/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2040/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成22年度分） 2010/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2011/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2041/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成23年度分） 2011/4/1 学術情報課雑誌情報係 学術情報課受入係 紙 2012/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2042/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成26年度分） 2014/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2015/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2045/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成27年度分） 2015/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2016/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2046/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成28年度分） 2016/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2017/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2047/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成29年度分） 2017/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2018/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2048/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（平成30年度分） 2018/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2019/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2049/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（令和元度分） 2019/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2020/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2050/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（令和2年度分） 2020/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2021/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2051/3/31 廃棄

受入係 AA研文献資料室 文献資料室資料複製・公開・撮影・掲載等許可原議書（令和3年度分） 2021/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2022/4/1 30年 附属図書館2階事務室 2052/3/31 廃棄

受入係 寄贈 図書寄贈の受入可否伺い・図書の譲渡伺い（平成27年度） 2015/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

受入係 寄贈 図書寄贈の受入可否伺い・図書の譲渡伺い（平成28年度） 2016/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成24年度科学研究費補助金等　物品等購入依頼書(図書） 2012/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館3階機械室 2023/3/31 廃棄

受入係 図書契約 平成25年度科学研究費補助金等　物品等購入依頼書(図書） 2013/4/1 学術情報課受入係 学術情報課受入係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館3階機械室 2024/3/31 廃棄

目録係 蔵書統計 年度別受入・登録統計 1999/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 電子媒体 2000/4/1 無期限 図書館ファイルサーバー 無期限 共有サーバー内

目録係 会議 平成24年度図書選定委員会 2012/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2023/3/31 移管

目録係 会議 平成25年度図書選定委員会 2013/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2024/3/31 移管

目録係 会議 平成26年度図書選定委員会 2014/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2025/3/31 移管

目録係 会議 平成27年度図書選定委員会 2015/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2026/3/31 移管

目録係 会議 平成28年度図書選定委員会 2016/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2027/3/31 移管

目録係 会議 平成29年度図書選定委員会 2017/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2028/3/31 移管

目録係 会議 平成30年度図書選定委員会 2018/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2029/3/31 移管

目録係 会議 令和元年度図書選定委員会 2019/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2030/3/31 移管

目録係 会議 令和2年度図書選定委員会 2020/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2021/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2031/3/31 移管

目録係 会議 令和3年度図書選定委員会 2021/4/1 学術情報課目録係 学術情報課目録係 紙 2022/4/1 10年 附属図書館1階作業室 2032/3/31 移管

サービス係 文献複写 令和3年度資料の館内文献複写に関する記録 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 1年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成24年度図書利用券発行記録 2012/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2013/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成25年度図書利用券発行記録 2013/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2014/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成26年度図書利用券発行記録 2014/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2015/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成27年度図書利用券発行記録 2015/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2016/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成28年度図書利用券発行記録 2016/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2017/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成29年度図書利用券発行記録 2017/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2018/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2028/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 平成30年度図書利用券発行記録 2018/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2019/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2029/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 令和元年度図書利用券発行記録 2019/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2020/4/1 10年 附属図書館2階事務室 2030/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 令和3年度図書利用券発行記録 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 1年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成20年度館長特別貸出に関する決裁文書 2008/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2009/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成21年度館長特別貸出に関する決裁文書 2009/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2010/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成22年度館長特別貸出に関する決裁文書 2010/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2011/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成23年度館長特別貸出に関する決裁文書 2011/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2012/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成24年度館長特別貸出に関する決裁文書 2012/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2013/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成25年度館長特別貸出に関する決裁文書 2013/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2014/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成26年度館長特別貸出に関する決裁文書 2014/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2015/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成27年度館長特別貸出に関する決裁文書 2015/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2016/4/1 8年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成22年度資料の紛失及弁済に関する記録 2010/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2011/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成23年度資料の紛失及弁済に関する記録 2011/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2012/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成24年度資料の紛失及弁済に関する記録 2012/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2013/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成25年度資料の紛失及弁済に関する記録 2013/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2014/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成26年度資料の紛失及弁済に関する記録 2014/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2015/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成27年度資料の紛失及弁済に関する記録 2015/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2016/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成28年度資料の紛失及弁済に関する記録 2016/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2017/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成29年度資料の紛失及弁済に関する記録 2017/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2018/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 平成30年度資料の紛失及弁済に関する記録 2018/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2019/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 令和元年度資料の紛失及弁済に関する記録 2019/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2020/4/1 6年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

サービス係 資料利用 令和3年度資料の紛失及弁済に関する記録 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 1年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 令和元年度図書館利用願 2019/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2020/4/1 3年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 令和3年度図書館利用願 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 1年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 利用統計 平成　5年度利用統計 1993/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 1994/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成　6年度利用統計 1994/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 1995/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成　7年度利用統計 1995/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 1996/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成　8年度利用統計 1996/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 1997/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成　9年度利用統計 1997/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 1998/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成10年度利用統計 1998/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 1999/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成11年度利用統計 1999/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2000/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成12年度利用統計 2000/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2001/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成13年度利用統計 2001/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2002/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成14年度利用統計 2002/4/2 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2003/4/2 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成15年度利用統計 2003/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2004/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成16年度利用統計 2004/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2005/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成17年度利用統計 2005/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2006/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成18年度利用統計 2006/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2007/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成19年度利用統計 2007/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2008/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成20年度利用統計 2008/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2009/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成21年度利用統計 2009/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2010/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成22年度利用統計 2010/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2011/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成23年度利用統計 2011/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2012/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成24年度利用統計 2012/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2013/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成25年度利用統計 2013/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2014/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成26年度利用統計 2014/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2015/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成27年度利用統計 2015/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2016/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成28年度利用統計 2016/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2017/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成29年度利用統計 2017/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2018/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 平成30年度利用統計 2018/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2019/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 令和元年度利用統計 2019/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2020/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 令和2年度利用統計 2020/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2021/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 利用統計 令和3年度利用統計 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 無期限 附属図書館2階事務室 無期限

サービス係 相互利用 令和3年度他大学図書館利用願 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 1年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

サービス係 文献複写 平成20年度全頁複写に関する決裁文書 2008/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2009/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成21年度全頁複写に関する決裁文書 2009/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2010/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成22年度全頁複写に関する決裁文書 2010/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2011/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成23年度全頁複写に関する決裁文書 2011/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2012/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成24年度全頁複写に関する決裁文書 2012/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2013/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成27年度全頁複写に関する決裁文書 2015/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2016/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成28年度全頁複写に関する決裁文書 2016/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成29年度全頁複写に関する決裁文書 2017/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成30年度全頁複写に関する決裁文書 2018/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 令和元年度全頁複写に関する決裁文書 2019/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 令和2年度全頁複写に関する決裁文書 2020/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 令和3年度全頁複写に関する決裁文書 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

サービス係 文献複写 平成30年度日米ILL請求書作成に関する決裁文書 2018/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成19年度時間外開館業務委託仕様書 2007/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2008/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成20年度時間外開館業務委託仕様書 2008/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2009/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成21年度時間外開館業務委託仕様書 2009/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2010/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成22年度時間外開館業務委託仕様書 2010/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2011/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成23年度時間外開館業務委託仕様書 2011/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2012/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成24年度時間外開館業務委託仕様書 2012/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2013/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成25年度時間外開館業務委託仕様書 2013/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2014/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成26年度時間外開館業務委託仕様書 2014/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2015/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成27年度時間外開館業務委託仕様書 2015/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2016/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成28年度時間外開館業務委託仕様書 2016/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2017/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成29年度時間外開館業務委託仕様書 2017/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2018/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2023/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 平成30年度時間外開館業務委託仕様書 2018/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2019/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2024/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 令和元年度時間外開館業務委託仕様書 2019/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2020/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2025/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 令和2年度時間外開館業務委託仕様書 2020/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2021/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2026/3/31 廃棄

サービス係 業務委託 令和3年度時間外開館業務委託仕様書 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 紙 2022/4/1 5年 附属図書館2階事務室 2027/3/31 廃棄

サービス係 図書館利用 令和3年度図書館利用者ファイル 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 電子媒体 2022/4/1 1年 図書館ファイルサーバー 2023/3/31 廃棄 共有サーバー内

サービス係 図書館利用 令和3年度図書館入館履歴記録ファイル 2021/4/1 学術情報課サービス係 学術情報課サービス係 電子媒体 2022/4/1 1年 図書館入館システム管理用PC 2023/3/31 廃棄

国際化拠点室 海外渡航コロナ関連 平成31年度（令和元年度）海外研修 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 海外渡航コロナ関連 令和2年度海外研修 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 海外渡航コロナ関連 令和3年度海外研修 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成29年度外国人研究員 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成30年度外国人研究員 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成31年度（令和元年度）外国人研究員 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 令和2年度外国人研究員 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 令和3年度外国人研究員 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成29年度特定外国語教員 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成30年度特定外国語教員 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成31年度（令和元年度）特定外国語教員 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 令和2年度特定外国語教員 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 令和3年度特定外国語教員 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成29年度CAAS特別招へい教員 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成30年度CAAS特別招へい教員 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 平成31年度（令和元年度）CAAS特別招へい教員 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 令和2年度CAAS特別招へい教員 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 外国人研究者 令和3年度CAAS特別招へい教員 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 調査・報告 平成28年度国際研究交流状況調査 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 調査・報告 平成29年度国際研究交流状況調査 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 調査・報告 平成30年度国際研究交流状況調査 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 調査・報告 平成31年度（令和元年度）国際研究交流状況調査 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 調査・報告 令和2年度国際研究交流状況調査 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 調査・報告 令和3年度国際研究交流状況調査 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成24年度国際戦略本部会議資料 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成25年度国際戦略本部会議資料 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成26年度国際戦略本部会議資料 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成27年度国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成28年度国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成29年度国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成30年度国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成31年度（令和元年度）国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 会議 令和2年度国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 会議 令和3年度国際マネジメント・オフィス国際戦略WG資料 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 諸証明 平成31年度（令和元年度）外国人研究者証明書関係 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 諸証明 令和2年度外国人研究者証明書関係 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 諸証明 令和3年度外国人研究者証明書関係 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 その他 平成31年度（令和元年度）キャンパスカード発行（控） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 その他 令和2年度キャンパスカード発行（控） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 その他 令和3年度キャンパスカード発行（控） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2024/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 平成29年度表敬訪問・調印式 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 平成30年度表敬訪問・調印式 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 平成31年度（令和元年度）表敬訪問・調印式 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 令和2年度表敬訪問・調印式 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 令和3年度表敬訪問・調印式 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 その他 平成29年度TUFSグローバル・コミュニティ 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 その他 平成30年度TUFSグローバル・コミュニティ 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 その他 平成31年度（令和元年度）TUFSグローバル・コミュニティ 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 その他 令和2年度TUFSグローバル・コミュニティ 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 その他 令和3年度TUFSグローバル・コミュニティ 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 海外渡航 平成29年度不在届 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 廃棄

国際化拠点室 海外渡航 平成30年度不在届 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 廃棄

国際化拠点室 国際交流 平成18年度ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ研究教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ（CAAS） 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 平成22年度ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ研究教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ（CAAS） 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 平成23年度ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ研究教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ（CAAS） 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際交流 平成24年度ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ研究教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ（CAAS） 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウム 平成27年度CAASシンポジウム 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウム 平成28年度CAASシンポジウム 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウム 平成29年度CAASシンポジウム 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウム 平成30年度CAASシンポジウム 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウムコロナ関連 平成31年度（令和元年度）CAASシンポジウム 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウムコロナ関連 令和2年度CAASシンポジウム 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 シンポジウムコロナ関連 令和3年度CAASシンポジウム 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成27年度CAASコーディネーター会議 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成28年度CAASコーディネーター会議 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成29年度CAASコーディネーター会議 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 会議 平成30年度CAASコーディネーター会議 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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国際化拠点室 会議 平成31年度（令和元年度）CAASコーディネーター会議 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 会議 令和2年度CAASコーディネーター会議 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 会議 令和3年度CAASコーディネーター会議 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 その他 平成29年度国際交流会館 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 その他 平成30年度国際交流会館 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 その他コロナ関連 平成31年度（令和元年度）国際交流会館 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 その他コロナ関連 令和2年度国際交流会館 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 その他コロナ関連 令和3年度国際交流会館 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 その他 国際研修（平成29年度） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 その他 国際研修（平成30年度） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 その他コロナ関連 国際研修（平成31年度（令和元年度）） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 その他コロナ関連 国際研修（令和2年度） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 その他コロナ関連 国際研修（令和3年度） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 上海外国語大学 1985/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1986/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ハノイ国家大学人文・社会科学大学（旧ハノイ総合大学） 1989/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1990/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 シーナカリンウィロート大学 1990/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1991/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ソウル大学校 1992/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1993/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 コーネル大学 1992/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1993/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カリフォルニア大学サンディエゴ校 1994/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1995/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 北京語言大学 1994/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1995/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立科学技術研究機構 1978/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パリ第三大学 1978/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ビーレフェルト大学 1978/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ギーセン大学 1978/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マールブルク大学 1978/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マレーシア国立言語・図書研究所 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 モンゴル国立大学（モンゴル国立国民大学） 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 フィリピン国立大学 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ダマスカス大学 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ブリティシュ・コロンビア大学 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 コインブラ大学 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立政治大学 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 セビーリャ大学 1996/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 1997/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立台湾大学 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2000/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カレル大学 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2000/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リーズ大学 1999/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2000/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 王立プノンペン大学 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 シンガポール国立大学人文科学部 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 インドネシア科学院社会文化研究センター 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立政治学研究院（パリ政治学院） 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リオ・デ・ジャネイロ州立大学 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 香港中文大学 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ロシア国立人文大学 2000/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2001/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カリフォルニア州立大学フレズノ校 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ニューヨーク州立大学オルバニー校 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ミルズ大学 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 トリノ大学 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 フランス国立東洋言語文化学院 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 インドネシア大学 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 香港大学 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オーストラリア国立大学 2001/4/1 研究協力課研究振興係 国際化拠点室 紙 2002/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 韓国外国語大学校 2002/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2003/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 エアランゲン－ニュルンベルク大学 2002/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2003/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ゲッティンゲン大学 2003/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パラナー連邦大学 2003/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アイン・シャムス大学 2003/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 淑明女子大学校 2003/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2004/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 厦門大学 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アッラーメ・タバータバーイー大学 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ローマ大学「ラ・サピエンツァ」 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ウィーン大学 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ジュネーヴ大学 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マドリード自治大学 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オーストリア科学アカデミー 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アフリカ演劇コミュニケーション研究・育成・創生センター 2004/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2005/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 延世大学校 1980/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2006/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ナポリ東洋大学 1981/4/1 研究協力課 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 欧州大学院（ＥＵＩ） 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ベイルート・アメリカン大学 2005/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2006/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 レバノン大学人文科学部第１部 2005/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2006/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ドイツ東洋学会ベイルート・ドイツ東洋学研究所 2005/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2006/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 高等コンピューティング開発センター(CDAC） 2005/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2006/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 人間科学館 2005/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2006/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 東北師範大学 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 大連外国語学院 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 チューリヒ大学 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ライデン大学 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 内モンゴル大学 2006/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2007/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 タマサート大学 2009/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2010/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 トレント大学 2009/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2010/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 文部省インド諸語中央研究所 1987/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 インド統計研究所 1987/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヴェネツィア大学 1988/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マリ共和国人文科学研究所 1988/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 チベット言語文化研究所 1988/4/1 アジア・アフリカ言語文化研究所渉外係 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 デリー大学 1997/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アンカラ大学 1997/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ポンペウ・ファブラ大学 1997/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院 1997/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 タシュケント国立東洋学大学 1997/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 エドゥアルド・モンドラーネ大学 2007/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ケルン大学アフリカ学研究所 2007/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リュブリャーナ大学 2007/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国際文化研究所 2012/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ガジャマダ大学 1998/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ラオス国立大学 1998/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ボアヂチ大学 1998/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管
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国際化拠点室 交流協定 カイロ大学 1998/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 サバ開発研究所 2008/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パリ第三大学・通訳翻訳高等学院 2008/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 サラマンカ大学 2008/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 モスクワ大学 2008/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マンチェスター大学 2008/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 サンクト・ペテルブルク国立大学 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 モスクワ国際関係大学 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マックス・プランク進化人類学研究所 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ベオグラード大学 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 トロムソ大学 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 コロンビア大学 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 イスラーム自由大学シーラーズ分校 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リスボン大学 2010/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 経済協力開発機構 2010/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2011/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ15階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 東アジア圏外国語大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 北京外国語大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 コーク大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 エセックス大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マレーシア国民大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 淡江大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 イスファハン大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 サンディエゴ州立大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 レジャイナ大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 メルボルン大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オークランド大学 2011/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2012/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ダッカ大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ブルネイ・ダルサーラム大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 北京大学外国語学院 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アトマ・ジャヤ・インドネシア・カソリック大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ホーチミン国家大学人文社会科学大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヴィクトリア大学ウェリントン 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ムハンマド5世大学アグダール校 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ルリオ大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ソフィア大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ボルドー政治学院 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カモンエス院 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国連平和大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 メキシコ国立自治大学 2012/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ゾンカ語発展委員会 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 寧波大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ジャドブプル大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カイデアザム大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 チュラーロンコーン大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ザンビア大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ハンブルグ大学アジアアフリカ研究所 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ボローニャ大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ポルト大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ラモン・リュイ院 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 セルバンテス文化センター 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アルカラ大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カザフ国立大学 2013/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アリー・バーバー・インターナショナル・センター 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 韓信大学校 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 聖公会大学校 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヤンゴン大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 チェンマイ大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パンジャーブ大学オリエンタルカレッジ 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ユヌス・エムレ・インスティテュート 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立台湾師範大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 開南大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ビルゼイト大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リール第三大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オランダ王立言語・地理・民族学研究所 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヤギェロン大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ルーマニア文化院 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 エチェパレ・バスク院 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 バルセロナ自治大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 極東連邦大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 グアナフアト大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カンピナス州立大学 2014/4/1 研究協力課国際交流係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ホブド大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 サイバー韓国外国語大学校 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ハノイ国家大学外国語大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ジンバブウェ大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パリ第7大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 グルノーブル第三・スタンダール大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 エックス・マルセイユ大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ミュンヘン大学ドイツ語講座 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 中央ヨーロッパ大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 シロンスク大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 バスク大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国際人文開発大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ネブラスカ大学カーニー校 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立ラプラタ大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 エアフィット大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ウルグアイ共和国大学 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マナド国立大学言語芸術学部 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 デラサール大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 慶熙大学校 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 済州大学校 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ガーナ大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 チャン大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 プロテスタント人文・社会科学大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 プレトリア大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヴィータウタス・マグヌス大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管
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国際化拠点室 交流協定 マルマラ大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ハバナ大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 テキサス大学オースティン校 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ハワイ大学マノア校 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ベルリン自由大学 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 中国チベット学研究センター 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 西安外国語大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ザバーン・ランゲージ・インスティテュート 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アテネオ・デ・マニラ大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 釜山外国語大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 梨花女子大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マヒドン大学アジア言語文化研究所 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立清華大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ディーキン大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リエージュ大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マサリク大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パラツキ―大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オウル大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 シュヴェービッシュ・グミュント教育大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ペルージャ外国人大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ニコラウス・コペルニクス大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 バベシュ・ボヤイ大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国立研究大学　高等経済学院 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ブリヤート国立大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 リェイダ大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 マラガ大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 タジク国立言語大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 イヴァン・フランコ記念リヴィウ国立大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 デラウェア大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ジョージ・メイソン大学 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 外国語大学グローバルアライアンス(GAFSU) 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ジャワハルラール・ネルー大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 東国大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オカン大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ボルドー・モンテーニュ大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 トリーア大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アダム・ミツキェヴィチ大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ビャウィストック大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 コメンスキー大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 セントラル・ランカシャー大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 タシュケント国立ウズベク言語・文学大学 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カリフォルニア大学リバーサイド校 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 カリフォルニア大学アーバイン校 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ジャハンギルノゴル大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 モウラーナ・アーザード国立ウルドゥー大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ボンド大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パリ・ナンテール大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 インスブリア大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 フィレンツェ大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ウッチ大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 グラナダ大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国際移住機関 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ブラジリア大学 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 輔仁カトリック大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ4階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アレキサンドリア大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ5階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ステレンボッシュ大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ6階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 オルレアン大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ7階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヨハネス・グーデンベルク大学マインツ 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ8階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 パヴィア大学（コッレージョ・ギスリエリ） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 グダンスク大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ4階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ミーニョ大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ5階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 新リスボン大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ6階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 サンフランシスコ州立大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ7階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 バイーア連邦大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ8階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ロス・アンデス大学 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ9階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 HIPSコンソーシアム（コンソーシアム形成およびプログラム実施に関する協定） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 ヨルダン大学 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ11階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 アレッポ大学 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ12階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 国際連合食糧農業機関（FAO) 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ13階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 交流協定 モスクワ国立大学心理学部 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ14階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 日本学術振興会関係 平成29年度日本学術振興会関係 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 日本学術振興会関係 平成30年度日本学術振興会関係 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 日本学術振興会関係 平成31年度（令和元年度）日本学術振興会関係 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 日本学術振興会関係 令和2年度日本学術振興会関係 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 日本学術振興会関係 令和3年度日本学術振興会関係 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成26年スーパーグローバル大学創成支援　構想調書 2014/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2015/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成26年スーパーグローバル大学創成支援　構想調書【タイプA】 2014/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2015/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成26年スーパーグローバル大学創成支援　構想調書【タイプB】 2014/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2015/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成27年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連 2015/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成28年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連（１） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連（2） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成30年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成31年度（令和元年度）スーパーグローバル大学創成支援事業関連 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 令和2年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 令和3年度スーパーグローバル大学創成支援事業関連 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成27年度大学の世界展開力強化事業(中南米）関連　採択前 2015/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成27年度大学の世界展開力強化事業(中南米）関連　採択後 1 2015/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成27年度大学の世界展開力強化事業(中南米）関連　採択後 2 2015/4/1 総務企画課 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成28年度大学の世界展開力強化事業(中南米）関連 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度大学の世界展開力強化事業(中南米）関連 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成30年度大学の世界展開力強化事業(中南米）関連 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成31年度（令和元年度）大学の世界展開力強化事業(中南米）関連 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成27年度大学の世界展開力強化事業（中南米）原議書（旅費・謝金・シンポ） 2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成28年度大学の世界展開力強化事業（中南米）原議書（謝金・学生関係等） 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度大学の世界展開力強化事業（中南米）原議書（謝金・学生関係等） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成28年度大学の世界展開力強化事業（中南米）JASSO奨学金 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度大学の世界展開力強化事業（中南米）JASSO奨学金 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成30年度大学の世界展開力強化事業（中南米）JASSO奨学金 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成31年度（令和元年度）大学の世界展開力強化事業（中南米）JASSO奨学金 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金
平成28年度大学の世界展開力強化事業（中南米）役務請求支出伺い書、物品請求及命令書管理簿

（乙）、旅費精算請求書、都内出張請求書
2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金
平成29年度大学の世界展開力強化事業（中南米）役務請求支出伺い書、物品請求及命令書管理簿

（乙）、旅費精算請求書、都内出張請求書
2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金
平成30年度大学の世界展開力強化事業（中南米）役務請求支出伺い書、物品請求及命令書管理簿

（乙）、旅費精算請求書、都内出張請求書
2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金
平成31年度（令和元年度）大学の世界展開力強化事業（中南米）役務請求支出伺い書、物品請求及

命令書管理簿（乙）、旅費精算請求書、都内出張請求書
2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成28年度大学の世界展開力強化事業（中南米）在留資格認定証明書交付申請書 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度大学の世界展開力強化事業（中南米）在留資格認定証明書交付申請書 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成30年度大学の世界展開力強化事業（中南米）在留資格認定証明書交付申請書 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成31年度（令和元年度）大学の世界展開力強化事業（中南米）在留資格認定証明書交付申請書 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成29年度大学の世界展開力強化事業（中南米）受入学生・派遣学生申請書類（La-CEP） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成30年度大学の世界展開力強化事業（中南米）受入学生申請書類（La-CEP） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成31年度（令和元年度）大学の世界展開力強化事業（中南米）受入学生申請書類（La-CEP） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成30年度大学の世界展開力強化事業（中南米）派遣学生申請書類（La-CEP） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 平成31年度（令和元年度）大学の世界展開力強化事業（中南米）派遣学生申請書類（La-CEP） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（平成28年度・採択前） 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（平成28年度・採択後） 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（平成29年度） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（平成30年度） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（平成31年度（令和元年度）） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（令和2年度） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ASEAN）関連（令和3年度）（事後評価） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ロシア）関連（平成29年度・採択前） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ロシア）関連（平成29年度・採択後） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ロシア）関連（平成30年度） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ロシア）関連（平成31年度（令和元年度）） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ロシア）関連（令和2年度） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（ロシア）関連（令和3年度） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（COIL）関連（平成30年度・採択前） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（COIL）関連（平成30年度・採択後） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（COIL）関連（平成31年度（令和元年度）） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（COIL）関連（令和2年度） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（COIL）関連（令和3年度） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（EU）関連（平成30年度・採択前） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（EU）関連（平成31年度・採択後） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2030/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（EU）関連（令和2年度） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（アフリカ）関連（R2年度・採択前） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2031/3/31 移管

国際化拠点室 国際化拠点整備事業費補助金 大学の世界展開力強化事業（アフリカ）関連（R3年度） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2032/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成29年度国際化拠点室調査資料 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成30年度国際化拠点室調査資料 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 （平成31年度（令和元年度））国際化拠点室調査資料 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 令和2年度国際化拠点室調査資料 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 令和3年度国際化拠点室調査資料 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成29年度　GJO（ヤンゴン） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成30年度　GJO（ヤンゴン） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成31年度（令和元年度）　GJO（ヤンゴン） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 令和2年度　GJO（ヤンゴン） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 令和3年度　GJO（ヤンゴン） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知
GJO 平成29年度　（リオ・サラマンカ・イラン・グアナフアト・ソウル・上海・カイロ・ベオグ

ラード）
2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知
GJO 平成30年度　（リオ・サラマンカ・イラン・グアナフアト・ソウル・上海・カイロ・ベオグ

ラード）
2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連
GJO 平成31年度（令和元年度）　（リオ・サラマンカ・イラン・グアナフアト・ソウル・上海・カ

イロ・ベオグラード）
2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連
GJO 令和2年度　（リオ・サラマンカ・イラン・グアナフアト・ソウル・上海・カイロ・ベオグラー

ド）
2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連
GJO 令和2年度　（リオ・サラマンカ・イラン・グアナフアト・ソウル・上海・カイロ・ベオグラー

ド）
2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 GJO 平成29年度　（トルクメニスタン・リトアニア・メルボルン・プレトリア） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 GJO 平成30年度　（トルクメニスタン・リトアニア・メルボルン・プレトリア） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 GJO 平成31年度（令和元年度）　（トルクメニスタン・リトアニア・メルボルン・プレトリア） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 GJO 令和2年度　（トルクメニスタン・リトアニア・メルボルン・プレトリア） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 GJO 令和3年度　（トルクメニスタン・リトアニア・メルボルン・プレトリア） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成29年度　GJO活動報告書・請求書・完了報告書 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知 平成30年度　GJO活動報告書・請求書・完了報告書 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　GJO活動報告書・請求書・完了報告書 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 令和2年度　GJO活動報告書・請求書・完了報告書 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 起案文書・通知コロナ関連 令和3年度　GJO活動報告書・請求書・完了報告書 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ3階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　休暇簿（常勤職員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　休暇簿（常勤職員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　休暇簿（特定有期・非常勤職員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　休暇簿（特定有期・非常勤職員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　出勤簿（常勤職員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　出勤簿（常勤職員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　出勤簿（特定有期・非常勤職員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　出勤簿（特定有期・非常勤職員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成29年度　非常勤職員・特定有期雇用職員関係 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成30年度　非常勤職員・特定有期雇用職員関係 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　非常勤職員・特定有期雇用職員関係 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　非常勤職員・特定有期雇用職員関係 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和3年度　非常勤職員・特定有期雇用職員関係 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成28年度　国際マネジメント・オフィス（国際マメジメント・オフィス、機能強化WG、SGU事業推

進WG,GJO　WG)
2015/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成28年度　国際マネジメント・オフィス（国際マメジメント・オフィス、機能強化WG、SGU事業推

進WG,GJO　WG)
2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成29年度　国際マネジメント・オフィス（国際マメジメント・オフィス、機能強化WG、SGU事業推

進WG,GJO　WG)
2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成30年度　国際マネジメント・オフィス（国際マメジメント・オフィス、機能強化WG、SGU事業推

進WG,GJO　WG)
2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連
平成29年度　旅行申請書　個人研究費、機能強化、国際学長会議経費、院長経費、日本研究の国際

ネットワーク構築と展開、先方負担、その他
2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連
平成30年度　旅行申請書　個人研究費、機能強化、国際学長会議経費、院長経費、日本研究の国際

ネットワーク構築と展開、先方負担、その他
2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連
平成31年度（令和元年度）　旅行申請書　個人研究費、機能強化、国際学長会議経費、院長経費、

日本研究の国際ネットワーク構築と展開、先方負担、その他
2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連
令和2年度　旅行申請書　個人研究費、機能強化、国際学長会議経費、院長経費、日本研究の国際

ネットワーク構築と展開、先方負担、その他
2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

国際化拠点室 会計関連
令和3年度　旅行申請書　個人研究費、機能強化、国際学長会議経費、院長経費、日本研究の国際

ネットワーク構築と展開、先方負担、その他
2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　旅行申請書　補助金（SGU、展開力中南米、展開力ASEAN、展開力ロシア） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連
平成30年度　旅行申請書　補助金（SGU、展開力中南米、展開力ASEAN、展開力ロシア、展開力

COIL）
2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連
平成31年度（令和元年度）　旅行申請書　補助金（SGU、展開力中南米、展開力ASEAN、展開力ロシ

ア、展開力COIL、展開力EU）
2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連
令和2年度　旅行申請書　補助金（SGU、展開力中南米、展開力ASEAN、展開力ロシア、展開力COIL、

展開力EU）
2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和3年度　旅行申請書　補助金（SGU、展開力COIL、展開力ロシア、展開力EU） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　支払伝票綴（役務請求1号～140号）EMS控え 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　支払伝票綴（役務請求141号～）EMS控え 2017/10/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成30年度　支払伝票綴（役務請求1号～ ） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　支払伝票綴（役務請求） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和2年度　支払伝票綴（役務請求） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和3年度　支払伝票綴（役務請求） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　支払伝票綴（物品請求1号～ ） 雇用、図書 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成30年度　支払伝票綴（物品請求 ） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　支払伝票綴（物品請求） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和2年度　支払伝票綴（物品請求） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和3年度　支払伝票綴（物品請求） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　立替金請求書 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成30年度　支払伝票綴（立替金請求）　EMS控え 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計コロナ関連関連 平成31年度（令和元年度）　支払伝票綴（立替金請求） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和2年度　支払伝票綴（立替金請求） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 令和3年度　支払伝票綴（立替金請求） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　支払伝票綴（謝金）、平成29年度　修繕要求書 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成30年度　支払伝票綴  謝金伝票第1号～第28号（謝金） 雇用 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成30年度　支払伝票綴  謝金伝票第29号～第41号（謝金） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　支払伝票綴（謝金） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和2年度　支払伝票綴（謝金） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連コロナ関連 令和3年度　支払伝票綴（謝金） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会計関連 平成29年度　PASMO管理簿 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 廃棄

国際化拠点室 会計関連 平成30年度　PASMO管理簿 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 廃棄

国際化拠点室 会計関連 平成31年度（令和元年度）　PASMO管理簿 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 廃棄

国際化拠点室 会計関連 令和2年度　PASMO管理簿 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 廃棄

国際化拠点室 会計関連 令和3年度　PASMO管理簿 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 廃棄

国際化拠点室 文書管理 平成29年度　公印押印管主簿(国際化拠点室長印) 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 文書管理 平成30年度　公印押印管主簿(国際化拠点室長印) 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 文書管理 平成31年度（令和元年度）　公印押印管主簿(国際化拠点室長印) 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 文書管理 令和2年度　公印押印管主簿(国際化拠点室長印) 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際化拠点室 会議 国立大学法人等国際企画責任者連絡協議会　当番校　2019年度 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　出勤簿（常勤教員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　出勤簿（特定有期教員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　休暇簿（常勤教員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　休暇簿（特定有期教員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　勤務状況報告書（教員） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2023/3/31 廃棄

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　出勤簿（常勤教員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　出勤簿（特定有期教員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　休暇簿（常勤教員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和2年度　休暇簿（特定有期教員） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2024/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和3年度　出勤簿（特定有期教員） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際化拠点室 勤務時間管理コロナ関連 令和3年度　休暇簿（特定有期教員） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 3年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際日本研究センター その他 国際日本研究センター 2009/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2010/4/1 無期限 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

無期限 移管

国際日本研究センター 人事関係 平成29年度国際日本研究センター人事関係　特定専門員・兼業 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター 人事関係 平成30年度国際日本研究センター人事関係　特定専門員・兼業 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター 人事関係コロナ関連 平成31年度（令和元年度）国際日本研究センター人事関係　特定専門員・兼業 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2025/3/31 移管

国際日本研究センター 人事関係コロナ関連 令和2年度国際日本研究センター人事関係　特定専門員・兼業 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2026/3/31 移管

国際日本研究センター 人事関係コロナ関連 令和3年度国際日本研究センター人事関係　特定専門員・兼業 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成24年度　国際日本研究センター　概算資料 2012/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成25年度　国際日本研究センター  概算資料 2013/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成26年度　国際日本研究センター  概算資料 2014/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成27年度　国際日本研究センター  概算資料 2015/4/1 研究協力課研究協力係 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成28年度　国際日本研究センター  概算資料 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成29年度　国際日本研究センター  概算資料 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2028/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成30年度　国際日本研究センター  概算資料 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2029/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 平成31年度（令和元年度）　国際日本研究センター  概算資料 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2030/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 令和2年度　国際日本研究センター  概算資料 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2031/3/31 移管

国際日本研究センター 概算要求 令和3年度　国際日本研究センター  概算資料 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2032/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H24年度～） 2012/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2013/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H25年度） 2013/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H26年度） 2014/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2015/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H27年度） 2015/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2016/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H28年度） 2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H29年度） 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2028/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（H30年度） 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2029/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（平成31年度（令和元年度）） 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2030/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（令和2年度） 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2031/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 国際日本研究センター　センター会議（令和3年度） 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2032/3/31 移管

国際日本研究センター 会議 平成25年度　国際日本研究センター運営委員会 2013/4/1 研究協力課総務係 国際化拠点室 紙 2014/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

国際日本研究センター 受託研究 平成29年度博報児童教育振興会 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター 受託研究 平成30年度博報児童教育振興会 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター 受託研究コロナ関連 平成31年度（令和元年度）博報児童教育振興会 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター 受託研究コロナ関連 令和2年度博報児童教育振興会 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター 受託研究コロナ関連 令和3年度博報児童教育振興会 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター 奨学金 平成29年度国際日本研究センターJASSO 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本+A474:J475研究センター 奨学金 平成30年度国際日本研究センターJASSO 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本+A474:J475研究センター 奨学金コロナ関連 平成31年度（令和元年度）国際日本研究センターJASSO 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本+A474:J475研究センター 奨学金コロナ関連 令和2年度国際日本研究センターJASSO 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本+A474:J475研究センター 奨学金コロナ関連 令和3年度国際日本研究センターJASSO 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター 出張 平成29年度　旅費　国際日本研究センター 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター 出張 平成30年度　旅費　国際日本研究センター 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター 出張コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　旅費　国際日本研究センター 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター 出張コロナ関連 令和2年度　旅費　国際日本研究センター 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター 出張コロナ関連 令和3年度　旅費　国際日本研究センター 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター その他 平成29年度　謝金　国際日本研究センター 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター その他 平成30年度　謝金　国際日本研究センター 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター その他コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　謝金　国際日本研究センター 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター その他コロナ関連 令和2年度　謝金　国際日本研究センター 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター その他コロナ関連 令和3年度　謝金　国際日本研究センター 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター 役務・物品 平成29年度　役務　物品 国際日本研究センター 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター 役務・物品 平成30年度　役務　物品 国際日本研究センター 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター 役務・物品コロナ関連 平成31年度（令和元年度）　役務　物品 国際日本研究センター 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター 役務・物品コロナ関連 令和2年度　役務　物品 国際日本研究センター 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター 役務・物品コロナ関連 令和3年度　役務　物品 国際日本研究センター 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際日本研究センター その他 平成29年度　図書・立替金　国際日本研究センター 2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2023/3/31 移管

国際日本研究センター その他 平成30年度　図書・立替金　国際日本研究センター 2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2024/3/31 移管

国際日本研究センター その他 平成31年度（令和元年度）　図書・立替金　国際日本研究センター 2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2025/3/31 移管

国際日本研究センター その他 令和2年度　図書・立替金　国際日本研究センター 2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2026/3/31 移管

国際日本研究センター その他 令和3年度　図書・立替金　国際日本研究センター 2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 5年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン
ター

2027/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成28年度機能強化事業推進WG、CAAS&NINJALユニット関連、国際日本学研究院シンポ・セミナーWG

関連
2016/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2017/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ3階　国際化拠点室 2027/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成29年度機能強化事業推進WG、CAAS&NINJALユニット関連、国際日本学研究院シンポ・セミナーWG

関連
2017/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2018/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ3階　国際化拠点室 2028/3/31 移管

国際化拠点室 会議
平成30年度機能強化事業推進WG、CAAS&NINJALユニット関連、国際日本学研究院シンポ・セミナーWG

関連
2018/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2019/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ3階　国際化拠点室 2029/3/31 移管

国際化拠点室 会議コロナ関連
平成31年度（令和元年度）機能強化事業推進WG、CAAS&NINJALユニット関連、国際日本学研究院シン

ポ・セミナーWG関連
2019/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2020/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン

ター
2030/3/31 移管

国際化拠点室 会議コロナ関連
令和2年度機能強化事業推進WG、CAAS&NINJALユニット関連、国際日本学研究院シンポ・セミナーWG

関連
2020/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2021/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン

ター
2031/3/31 移管

国際化拠点室 会議コロナ関連
令和3年度機能強化事業推進WG、CAAS&NINJALユニット関連、国際日本学研究院シンポ・セミナーWG

関連
2021/4/1 国際化拠点室 国際化拠点室 紙 2022/4/1 10年 ｱｺﾞﾗ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2階　国際日本研究セン

ター
2032/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 CIO会議(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 CIO会議(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 CIO会議(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 CIO会議(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 CIO会議(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 JPNIC申請書・調査(平成23年度) 2011/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 JPNIC申請書・調査(平成24年度) 2012/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 JPNIC申請書・調査(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 JPRS（AC.JPドメイン）申請書(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 MSソフト利用申請書(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 MSソフト利用申請書(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 MSソフト利用申請書(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 MSソフト利用申請書(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 MSソフト利用申請書(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 MSソフト利用申請書(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 ReaD & Reserchmap申請書(平成23年度) 2011/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 researchmap API利用申請書(平成31年度) 2019/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2030/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 researchmap API利用申請書(令和2年度) 2020/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2031/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 researchmap API利用申請書(令和3年度) 2021/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET申請書(平成22年度) 2010/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2011/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2031/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET申請書(平成23年度) 2011/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2012/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET申請書(平成24年度) 2012/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2013/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET申請書(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET関係（平成27年度） 2015/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET関係（平成28年度） 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET関係（平成29年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 SINET関係（令和3年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2031/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 UPKI申請書・調査(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 UPKI申請書・調査(平成26年度) 2014/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 UPKI申請書・調査(平成27年度) 2015/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 UPKI申請書・調査(平成28年度) 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 契約DBアクセス用認証（学認SP）利用申請書（平成29年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 契約DBアクセス用認証（学認SP）利用申請書（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 契約DBアクセス用認証（学認SP）利用申請書（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティインシデント（平成29年度） 2017/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティインシデント（平成30年度） 2018/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティインシデント（平成31年度） 2019/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティインシデント（令和2年度） 2020/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ外部監査（平成29年度） 2017/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ外部監査（平成30年度） 2018/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ外部監査（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ外部監査（令和3年度） 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 国立大学法等人等情報化連絡協議会(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法等人等情報化連絡協議会(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 パソコンリーダー推薦書(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 パソコンリーダー推薦書(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 パソコンリーダー推薦書(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 パソコンリーダー推薦書(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 パソコンリーダー推薦書(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 パソコンリーダー推薦書(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 標的型メール訓練（平成29年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 標的型メール訓練（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 標的型メール訓練（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 標的型メール訓練（令和2年度） 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 標的型メール訓練（令和3年度） 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 会計物請・役務伝票(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 会計物請・役務伝票(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 会計物請・役務伝票(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 会計物請・役務伝票(令和2) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 会計物請・役務伝票(令和3) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 会計物請・役務伝票(令和4) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 各種照会調査回答(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 各種照会調査回答(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 各種照会調査回答(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 各種照会調査回答(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 各種照会調査回答(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 各種照会調査回答(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 学術情報基盤システム技術仕様書一式(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2029/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 学術情報基盤システム仕様策定委員会(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2029/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(平成28年度) 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(令和3年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 研修（開催伺・通知、申込み、決定通知）(令和4年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人情報系センター協議会(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人情報系センター協議会(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人情報系センター協議会(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 国立大学法人情報系センター協議会(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 国立大学法人情報系センター協議会(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情最高情報セキュリティ責任者会議(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情最高情報セキュリティ責任者会議(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情報化連絡協議会(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情報化連絡協議会(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情報化連絡協議会(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情報化連絡協議会(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情報化連絡協議会(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立大学法人等情報化連絡協議会(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 事務情報システム保守・修理記録(平成28年度) 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 事務情報システム保守・修理記録(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 事務情報システム保守・修理記録(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 事務情報システム保守・修理記録(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報マネジメント委員会(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報マネジメント委員会(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報マネジメント委員会(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2029/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成26年度) 2014/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2015/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2030/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成27年度) 2015/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2016/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2031/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成28年度) 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターMACアドレス固定IPアドレス登録申請(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターデータベース領域作成・削除申請書(平成24年度) 2012/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターデータベース領域作成・削除申請書(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2029/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターパスワード変更申請(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターパスワード変更申請(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターパスワード変更申請(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターパスワード変更申請(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターパスワード変更申請(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターパスワード変更申請(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターファイルサーバ容量拡張申請書(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンターファイルサーバ容量拡張申請書(平成28年度) 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター会議・センター委員会(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター公開サーバ等機器設置申請書(平成24年度) 2012/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2013/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター公開サーバ等機器設置申請書(平成25年度) 2013/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2029/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター公開サーバ等機器設置申請書(平成27年度) 2015/4/1 学術情報課情報基盤係 情報企画室 紙 2016/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2031/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター公開サーバ等機器設置申請書(平成28年度) 2016/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2017/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター作業依頼(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター作業依頼(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(勤怠)(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(勤怠)(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(勤怠)(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(勤怠)(令和2年度) 2020/4/2 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/2 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(採用)(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(採用)(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(採用)(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(採用)(令和2年度) 2020/4/2 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/2 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(勤務関係・採用関係)(令和3年度) 2021/4/2 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/2 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター事務補佐員(勤務関係・採用関係)(令和4年度) 2022/4/2 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/2 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター派遣職員出勤簿(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター派遣職員出勤簿(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター派遣職員出勤簿(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター派遣職員出勤簿(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター派遣職員出勤簿(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター派遣職員出勤簿(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント再発行申請(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント再発行申請(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント再発行申請(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント再発行申請(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント再発行申請(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント再発行申請(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント申請(平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント申請(平成30年度) 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント申請(平成31年度) 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント申請(令和2年度) 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント申請(令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター利用者アカウント申請(令和4年度) 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター　保守・修理・作業記録（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター　保守・修理・作業記録（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ対応訓練（平成29年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ対応訓練（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 情報セキュリティ対応訓練（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 ビデオ会議システム使用申込書（平成29年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 ビデオ会議システム使用申込書（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 ビデオ会議システム使用申込書（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 時間外労働申請書・勤務時間報告書（平成29年度） 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 時間外労働申請書・勤務時間報告書（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 時間外労働申請書・勤務時間報告書（平成31年度） 2019/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2025/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 時間外労働申請書・勤務時間報告書（令和2年度） 2020/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2026/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 時間外労働申請書・勤務時間報告書（令和3年度） 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2027/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 時間外労働申請書・勤務時間報告書（令和4年度） 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 eduroam利用申請書（平成30年度） 2018/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 国立情報学研究所（NII SOCS)関係 2022/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2023/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2033/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 学認関係（平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2023/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 学認申請書（平成25年度) 2013/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2014/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 学認申請書（平成29年度) 2017/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2028/3/31 廃棄

情報企画室 情報企画室 学認申請書（令和3年度) 2021/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟4階　情報企画室 2032/3/31 移管

情報企画室 情報企画室 総合情報コラボレーションセンター運用関係(平成25年度) 2013/4/1 総務企画部情報企画室 情報企画室 紙 2014/4/1 5年 本部管理棟4階　情報企画室 2024/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成５年度） 1993/4/1 総務課 総務課 紙 1993/4/1 30年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成６年度） 1994/4/1 総務課 総務課 紙 1994/4/1 30年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成７年度） 1995/4/1 総務課 総務課 紙 1995/4/1 30年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成８年度） 1996/4/1 総務課 総務課 紙 1996/4/1 30年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成９年度） 1997/4/1 総務課 総務課 紙 1997/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成１０年度） 1998/4/1 総務課 総務課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 刊行物 出版会からの百年誌出版について　平成１０年１１月 1998/4/1 総務課 総務課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成１１年度） 1999/4/1 総務課 総務課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 廃棄

広報係 会議 国立学校等文書・広報研究協議会（平成１２年度） 2000/4/1 総務課 総務課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 廃棄

広報係 庶務関係 東京外国語大学概要（平成１３年度） 2001/4/1 総務課 総務課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 廃棄

広報係 広報 池端新学長（２００１・９・１就任）への取材関係 2001/4/1 総務課 総務課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 廃棄

広報係 庶務関係 大学開放関係（平成１４年度～） 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 廃棄

広報係 庶務関係 エル・ネット　オープンカレッジ（平成１４年度～） 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 廃棄

広報係 庶務関係 東京外国語大学概要（平成１４年度） 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学開放関係　平成１４年度 2002/4/1 総務課 総務課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 廃棄

広報係 庶務関係 エル・ネット（平成１５年度～） 2003/4/1 総務課 総務課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 廃棄

広報係 庶務 社会連携事業室　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 アラムナイ事業室　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 情報公開・個人情報保護委員会　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 医療外国語講座 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 国際医療通訳講座 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ　平成24年 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 内部監査関係　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等情報公開法施行状況調査　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 国立大学協会関係　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 開かれた大学づくりに関する調　平成24年度 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 府中市との協定関係 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 調布市との協定関係 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 市内・近隣大学公開講座関係書類（調布市文化・コミュニティ財団） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 文京区連携講座　（平成24・25年度） 2012/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2012/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 社会連携事業室　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 アラムナイ事業室　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 情報公開・個人情報保護委員会　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 情報開示請求　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 医療外国語講座　(平成25年度) 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 国際医療通訳講座 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ　平成25年 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 内部監査関係　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等情報公開法施行状況調査　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 国立大学協会関係　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 開かれた大学づくりに関する調　平成25年度 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 文京区連携講座 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 府中市との協定関係 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 調布市との協定関係 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 市内・近隣大学公開講座関係書類（調布市文化・コミュニティ財団） 2013/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2013/4/1 10年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 会議関係　平成26年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 情報公開・個人情報保護委員会　平成２6年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 情報開示請求　平成26年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ　平成26年 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 内部監査関係　平成26年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等情報公開法施行状況調査　平成26年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査　平成26年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

広報係 庶務 保有個人情報開示請求等 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 国立大学協会関係　平成26年度 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 文京区連携講座（平成26・27年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 府中市との協定関係 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 調布市との協定関係 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 その他（課内決済等） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 調査・アンケート関連 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 東京外語会への情報提供　（平成26年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2025/3/31 廃棄

広報係 庶務 グローバル・ジャパンオフィス関係　（平成26・27年度） 2014/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 読売新聞共催連続市民講座（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 会議関係　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 情報公開・個人情報保護委員会　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 Ｊｍｏｏｃ（一般社団法人オープンオンライン教師句推進協議会） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 内部監査関係　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等情報公開法施行状況調査　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 保有個人情報開示請求等 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 国立大学協会関係　平成27年度 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2014/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 その他（課内決済等）（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 調査・アンケート関連（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 東京外語会への情報提供　（平成27年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 府中市との協定関係/調布市との協定関係（平成27・28年度） 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 市内・近隣大学公開講座関連 2015/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2015/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 保有個人情報開示請求等 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 その他（課内決済） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 会議関係 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 社会貢献・マネジメントオフィス　（平成28年度） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 国立大学協会関係 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 調査・アンケート 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 個人情報・情報公開関連 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 JMooc（一般社団法人オープンオンライン教育推進協議会） 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 東京外語会への情報提供 2016/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2016/4/1 10年 地下倉庫 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 撮影・ロケ・取材・原稿・学長対談シリーズ等（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 保有個人情報開示請求等（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生ファイル（応募申請書・受講申請書）平成29年度　春学期 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生ファイル（応募申請書・受講申請書）平成29年度　夏・冬学期 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生ファイル（応募申請書・受講申請書）平成29年度　夏・冬学期 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生実施関連　平成29年度　春・夏・秋・冬学期 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　平成29年度　春・秋期間 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　平成29年度　夏期間間 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 公開講座謝金　平成29年度　春・夏期間 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 公開講座謝金　平成29年度　秋期間 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 5年 地下倉庫 2023/3/31 廃棄

広報係 庶務 その他（課内決済）（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 会議関係（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 調査・アンケート（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 個人情報・情報公開関連（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSシネマ（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 東京外語会への情報提供（平成29年度） 2017/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2017/4/1 10年 地下倉庫 2028/3/31 廃棄

広報係 庶務 撮影・ロケ・取材・原稿・学長対談シリーズ等（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 保有個人情報開示請求等（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生ファイル（応募申請書・受講申請書）平成30年度　春学期 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生ファイル（応募申請書・受講申請書）平成30年度　夏・冬学期 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生ファイル（応募申請書・受講申請書）平成30年度　夏・冬学期 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生実施関連　平成30年度　春・夏・秋・冬学期 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　平成30年度　春・秋期間 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　平成30年度　夏期間間 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 公開講座謝金　平成30年度　春・夏期間 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 公開講座謝金　平成30年度　秋期間 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 その他（課内決済）（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 会議関係（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2029/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 調査・アンケート（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 個人情報・情報公開関連（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSシネマ（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 東京外語会への情報提供（平成30年度） 2018/4/1 総務企画課 総務企画課 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 平成30年度　調布市関係 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 平成30年度　府中市関係 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 東京都 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 司法通訳養成講座（庶務関係） 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 会計 オリンピック・パラリンピック　平成30年度 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄
社会連携マネジメントオフィス 会議 平成30年度　社会連携マネジメントオフィス会議 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2029/3/31 移管

社会連携マネジメントオフィス 会議 平成30年度　東京オリンピック・パラリンピック支援ワーキング 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2029/3/31 移管

社会連携マネジメントオフィス 会議 多言語・多文化教育研究センター会議・謝金 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2029/3/31 移管

社会連携マネジメントオフィス 庶務 組織連携関係 2018/8/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 撮影・ロケ・取材・原稿・学長対談シリーズ等（2019年度） 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生実施関連　平成30年度　春・夏・秋・冬学期 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 5年 地下倉庫 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　2019年度　春・夏期間 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　2019年度　秋期間 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 公開講座謝金　2019年度　春・夏期間 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

広報係 庶務 公開講座謝金　2019年度　秋期間 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 会計 令和元年度　組織連携関係（三井物産） 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄
社会連携マネジメントオフィス 会計 令和元年度　組織連携関係（ファーストリテイリング） 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 令和元年度　司法通訳養成講座　庶務関係 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 平成31年度～令和元年度　調布市関係 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 平成31年度～令和元年度　府中市関係 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 令和元年度　三鷹市関係 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 会計 2019年度　会計関係 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 研究 令和元年度　生活・就労ガイドブック 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 移管

社会連携マネジメントオフィス 研究 令和元年度　外務省語学研修所 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

広報係 庶務 会議関係（2019年度） 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 調査・アンケート（2019年度） 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 ホームカミングデイ（2019年度） 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSシネマ（2019年度） 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

広報係 庶務 東京外語会への情報提供（2019年度） 2019/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2018/4/1 10年 地下倉庫 2029/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 会議 2019年度社会連携マネジメントオフィス会議 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2030/3/31 移管

社会連携マネジメントオフィス 会議 令和元年度オリンピック・パラリンピック　WG含む 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2030/3/31 移管
社会連携マネジメントオフィス 会議 令和元年度　多言語多文化共生センター 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2030/3/31 移管

社会連携マネジメントオフィス 庶務 2019年度　司法通訳養成講座 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2030/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 令和元年度　医療通訳養成講座 2019/4/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2030/3/31 廃棄

社会連携マネジメントオフィス 庶務 ウズベキスタン大使館研修 2019/11/1 社会連携マネジメントオフィス社会連携マネジメントオフィス 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄

社会連携係 庶務 令和2年度　調査もの 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 3年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2024/3/31 廃棄
社会連携係 会計 令和2年度　三井物産 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄
社会連携係 会計 令和2年度　ファーストリテイリング 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和2年度　調布市関係 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和2年度　府中市関係 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和2年度　三鷹市関係 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 東京都教育庁受託事業「日本語ハンドブック」（2020） 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和2年度　VOLAS 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 一般聴講生実施関連（2020年度） 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　2020年度　春期間 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　2020年度　夏・秋期間 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　謝金　2020年度　夏・秋期間 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2026/3/31 廃棄

社会連携係 会議 令和2年度社会連携マネジメント・オフィス会議 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 移管

社会連携係 会議 令和2年度オリンピック・パラリンピック　WG含む 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 移管
社会連携係 会議 令和2年度　多言語多文化共生センター 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 移管

社会連携係 庶務 2020年度　司法通訳養成講座 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 廃棄
広報係 調査・報告 調査・アンケート（2020年度） 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 廃棄

広報係 庶務 プレスリリース・取材対応（2020年度） 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート（2020年度） 2020/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2031/3/31 廃棄

社会連携係 庶務 令和3年度　調査もの 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 3年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2025/3/31 廃棄
社会連携係 会計 令和3年度　三井物産 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 会計 令和3年度　ファーストリテイリング 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　調布市関係 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　府中市関係 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　三鷹市関係 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 東京都教育庁受託事業「日本語ハンドブック」（2021） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　VOLAS 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　会計関係 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度～　漢字教材アプリ開発 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　CEFR-J Can doテスト 他言語版 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄
社会連携係 庶務 令和3年度　その他自治体関係 組織等連携 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　2021年度　夏期間 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 TUFSオープンアカデミー　実施関連　2021年度　春・秋期間 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 プレスリリース・取材対応（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 統合レポート制作（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 概要、学部案内制作（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 その他広報関連（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

広報係 庶務 大学ポートレート（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2027/3/31 廃棄

社会連携係 会議 令和3年度社会連携マネジメント・オフィス会議 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2032/3/31 移管

社会連携係 会議 令和3年度オリンピック・パラリンピック　WG含む 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2032/3/31 移管
社会連携係 会議 令和3年度　多言語多文化共生センター 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2032/3/31 移管

社会連携係 庶務 2021年度　司法通訳養成講座 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2032/3/31 廃棄
広報係 会議 広報MO会議（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2032/3/31 廃棄

広報係 調査・報告 調査・アンケート（2021年度） 2021/4/1 広報・社会連携室 広報・社会連携室 紙 2022/4/1 10年 本部管理棟４階　広報・社会連携室 2032/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・記録 学籍原簿 1945/5/1 教務課 教務課 紙 1946/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・記録 成績原簿 1945/5/1 教務課 教務課 紙 1946/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・記録 学位記台帳 1945/5/1 教務課 教務課 紙 1946/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成4年度） 1993/3/5 教務課 教務課 紙 1993/4/1 30年 倉庫 2023/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成4年度） 1993/3/5 教務課 教務課 紙 1993/4/1 30年 倉庫 2023/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成5年度） 1994/3/5 教務課 教務課 紙 1994/4/1 30年 倉庫 2024/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成5年度） 1994/3/5 教務課 教務課 紙 1994/4/1 30年 倉庫 2024/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成6年度） 1995/3/5 教務課 教務課 紙 1995/4/1 30年 倉庫 2025/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成6年度） 1995/3/5 教務課 教務課 紙 1995/4/1 30年 倉庫 2025/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成7年度 1995/4/1 教務課 教務課 紙 1996/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成7年度） 1996/3/5 教務課 教務課 紙 1996/4/1 30年 倉庫 2026/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成7年度） 1996/3/5 教務課 教務課 紙 1996/4/1 30年 倉庫 2026/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成8年度 1996/4/1 教務課 教務課 紙 1997/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成8年度） 1997/3/5 教務課 教務課 紙 1997/4/1 30年 倉庫 2027/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成8年度） 1997/3/5 教務課 教務課 紙 1997/4/1 30年 倉庫 2027/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成9年度 1997/4/1 教務課 教務課 紙 1998/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成9年度） 1998/3/5 教務課 教務課 紙 1998/4/1 30年 倉庫 2028/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成9年度） 1998/3/5 教務課 教務課 紙 1998/4/1 30年 倉庫 2028/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成10年度 1998/4/1 教務課 教務課 紙 1999/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成10年度） 1999/3/5 教務課 教務課 紙 1999/4/1 30年 倉庫 2029/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成10年度） 1999/3/5 教務課 教務課 紙 1999/4/1 30年 倉庫 2029/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成11年度 1999/4/1 教務課 教務課 紙 2000/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成11年度） 2000/3/5 教務課 教務課 紙 2000/4/1 30年 倉庫 2030/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成11年度） 2000/3/5 教務課 教務課 紙 2000/4/1 30年 倉庫 2030/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成12年度 2000/4/1 教務課 教務課 紙 2001/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成12年度） 2001/3/5 教務課 教務課 紙 2001/4/1 30年 倉庫 2031/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成12年度） 2001/3/5 教務課 教務課 紙 2001/4/1 30年 倉庫 2031/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成13年度 2001/4/1 教務課 教務課 紙 2002/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成13年度） 2002/3/5 教務課 教務課 紙 2002/4/1 30年 倉庫 2032/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成13年度） 2002/3/5 教務課 教務課 紙 2002/4/1 30年 倉庫 2032/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成14年度 2002/4/1 教務課 教務課 紙 2003/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成14年度） 2003/3/5 教務課 教務課 紙 2003/4/1 30年 倉庫 2033/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成14年度） 2003/3/5 教務課 教務課 紙 2003/4/1 30年 倉庫 2033/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成15年度 2003/4/1 教務課 教務課 紙 2004/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成15年度） 2004/3/5 教務課 教務課 紙 2004/4/1 30年 倉庫 2034/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成15年度） 2004/3/5 教務課 教務課 紙 2004/4/1 30年 倉庫 2034/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成16年度 2004/4/1 教務課 教務課 紙 2005/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成16年度） 2005/3/5 教務課 教務課 紙 2005/4/1 30年 倉庫 2035/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成16年度） 2005/3/5 教務課 教務課 紙 2005/4/1 30年 倉庫 2035/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書・卒業証明書平成17年度 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務第一係 学籍・異動 進級判定資料（平成17年度） 2006/3/5 教務課 教務課 紙 2006/4/1 30年 倉庫 2036/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 卒業判定資料（平成17年度） 2006/3/5 教務課 教務課 紙 2006/4/1 30年 倉庫 2036/3/31 廃棄
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教務第一係 学籍・異動 誓約書平成18年度 2006/4/1 教務課 教務課 紙 2007/4/1 永年 事務室 常用 -

教務第一係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成18年度） 2007/3/5 教務課 教務課 紙 2007/4/1 30年 倉庫 2037/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書平成19年度 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 事務室 常用 -

教務第一係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成19年度） 2008/3/5 教務課 教務課 紙 2008/4/1 30年 倉庫 2038/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書平成20年度 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 事務室 常用 -

教務第一係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成20年度） 2009/3/5 教務課 教務課 紙 2009/4/1 30年 倉庫 2039/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書平成21年度 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 事務室 常用 -

教務第一係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成21年度） 2010/3/5 教務課 教務課 紙 2010/4/1 30年 倉庫 2040/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書平成22年度 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 事務室 常用 -

教務第一係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成22年度） 2011/3/5 教務課 教務課 紙 2011/4/1 30年 事務室 2041/3/31 廃棄

教務第一係 学籍・異動 誓約書平成23年度 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 事務室 常用 -

教務第一係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成23年度） 2012/3/5 教務課 教務課 紙 2012/4/1 30年 事務室 2042/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（平成25年度） 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（平成25年度） 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成25年度） 2014/3/5 教務課 教務課 紙 2014/4/1 30年 事務室 2044/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（平成26年度） 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（平成26年度） 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成26年度） 2015/3/5 教務課 教務課 紙 2015/4/1 30年 事務室 2045/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（平成27年度） 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（平成27年度） 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成27年度） 2016/3/5 教務課 教務課 紙 2016/4/1 30年 事務室 2046/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（平成28年度） 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（平成28年度） 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成28年度） 2017/3/5 教務課 教務課 紙 2017/4/1 30年 事務室 2047/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（平成29年度） 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（平成29年度） 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 成績確認関係平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 留学単位認定平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 入学単位認定平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 証明書 証明書発行台帳平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 教育 成績不振学生への個別指導（平成29年度） 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 教育 卒業論文・研究届平成29年度 2018/1/6 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成29年度） 2018/3/5 教務課 教務課 紙 2018/4/1 30年 事務室 2048/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（平成30年度） 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（平成30年度） 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 成績確認関係平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 留学単位認定平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 入学単位認定平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 証明書 証明書発行台帳平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 教育 成績不振学生への個別指導（平成30年度） 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 教育 卒業論文・研究届平成30年度 2019/1/6 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成30年度） 2019/3/5 教務課 教務課 紙 2019/4/1 30年 事務室 2049/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 退学願（令和元年度） 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（令和元年度） 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 成績確認関係令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 留学単位認定令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 入学単位認定令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 証明書 証明書発行台帳令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 調査・統計 調査・回答令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

記録係 教育 成績不振学生への個別指導（令和元年度） 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 教育 卒業論文・研究届令和元年度 2020/1/6 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（令和元年度） 2020/3/5 教務課 教務課 紙 2020/4/1 30年 事務室 2050/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 誓約書令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 退学願（令和2年度） 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（令和2年度） 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 成績確認関係令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 留学単位認定令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 入学単位認定令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 証明書 証明書発行台帳令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 調査・統計 調査・回答令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 3年 事務室 2024/3/31 廃棄

記録係 教育 成績不振学生への個別指導（令和2年度） 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 教育 卒業論文・研究届令和2年度 2021/1/6 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（令和2年度） 2021/3/5 教務課 教務課 紙 2021/4/1 30年 事務室 2051/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 復学届・願令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 休学願令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

記録係 学籍・異動 誓約書令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 永年 事務室 常用 -

記録係 学籍・異動 退学願（令和3年度） 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 除籍（令和3年度） 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 成績確認関係令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 留学単位認定令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 入学単位認定令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 証明書 証明書発行台帳令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 調査・統計 調査・回答令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 3年 事務室 2025/3/31 廃棄

記録係 教育 成績不振学生への個別指導（令和3年度） 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 教育 卒業論文・研究届令和3年度 2022/1/6 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

記録係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（令和3年度） 2022/3/5 教務課 教務課 紙 2022/4/1 30年 事務室 2052/3/31 廃棄

大学院係 履修登録（大学院前期） 履修届 1992/4/1 教務課 教務課 紙 1993/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（前期） 研究題目 1992/4/1 教務課 教務課 紙 1993/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（前期） 指導教官 1992/4/1 教務課 教務課 紙 1993/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 指導教官 1992/4/1 教務課 教務課 紙 1993/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 博士論文執筆計画書 1992/5/1 教務課 教務課 紙 1993/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 博士論文題目届 1992/10/1 教務課 教務課 紙 1993/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（前期） 修士論文題目届 1993/5/1 教務課 教務課 紙 1994/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 論文又は研究業績 1993/10/1 教務課 教務課 紙 1994/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（前期） 修士論文審査委員会名簿 1994/2/1 教務課 教務課 紙 1994/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 博士論文の要旨 1994/2/1 教務課 教務課 紙 1994/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（前期） 学位申請書 1994/3/26 教務課 教務課 紙 1994/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１～６（平成6年度～） 1994/4/1 教務課 教務課 紙 1995/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 博士論文審査委員会名簿 1995/2/1 教務課 教務課 紙 1995/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 博士論文審査及び最終試験判定結果報告 1995/3/24 教務課 教務課 紙 1995/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 論文博士審査報告書№１（平成9年度～平成16年度） 1997/4/1 教務課 教務課 紙 1998/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成10年度履修届・研究題目届 1998/4/1 教務課 教務課 紙 1999/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成11年度履修届・研究題目届 1999/4/1 教務課 教務課 紙 2000/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成12年度履修届・研究題目届 2000/4/1 教務課 教務課 紙 2001/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成12年度修士論文題目届 2000/4/1 教務課 教務課 紙 2001/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成12年度学位（修士）申請書 2000/4/1 教務課 教務課 紙 2001/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成13年度履修届・研究題目届 2001/4/1 教務課 教務課 紙 2002/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成13年度修士論文題目届 2001/4/1 教務課 教務課 紙 2002/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成13年度学位（修士）申請書 2001/4/1 教務課 教務課 紙 2002/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成14年度履修届・研究題目届 2002/4/1 教務課 教務課 紙 2003/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成14年度入学生誓約書・修了証明書 2002/4/1 教務課 教務課 紙 2003/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成14年度修士論文題目届 2002/4/1 教務課 教務課 紙 2003/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成14年度学位（修士）申請書 2002/4/1 教務課 教務課 紙 2003/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成15年度履修届・研究題目届 2003/4/1 教務課 教務課 紙 2004/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成15年度入学生誓約書・修了証明書 2003/4/1 教務課 教務課 紙 2004/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成15年度修士論文題目届 2003/4/1 教務課 教務課 紙 2004/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成15年度学位（修士）申請書 2003/4/1 教務課 教務課 紙 2004/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成16年度履修届・研究題目届 2004/4/1 教務課 教務課 紙 2005/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成16年度入学者誓約書 2004/4/1 教務課 教務課 紙 2005/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成16年度修士論文題目届 2004/4/1 教務課 教務課 紙 2005/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成16年度学位（修士）申請書 2004/4/1 教務課 教務課 紙 2005/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成17年度履修届・研究題目届 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成17年度入学者誓約書 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成17年度修士論文題目届 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成17年度学位（修士）申請書 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成17年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 論文博士審査報告書№２（平成17年度～） 2005/4/1 教務課 教務課 紙 2006/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成18年度履修届・研究題目届 2006/4/1 教務課 教務課 紙 2007/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成18年度入学者誓約書 2006/4/1 教務課 教務課 紙 2007/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成18年度修士論文題目届 2006/4/1 教務課 教務課 紙 2007/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成18年度学位（修士）申請書 2006/4/1 教務課 教務課 紙 2007/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成18年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2006/4/1 教務課 教務課 紙 2007/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成19年度履修届・研究題目届 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成19年度入学者誓約書 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成19年度修士論文題目届 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成19年度学位（修士）申請書 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成19年度主任指導変更願 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成19年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№７(平成19年度～） 2007/4/1 教務課 教務課 紙 2008/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成20年度履修届・研究題目届 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成20年度入学者誓約書・住所届等 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成20年度修士論文題目届 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成20年度学位（修士）申請書 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成20年度主任指導変更願 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成20年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№８（平成20年度～） 2008/4/1 教務課 教務課 紙 2009/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成21年度履修届・研究題目届 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成21年度入学者誓約書・住所届等 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成21年度修士論文題目届 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成21年度学位（修士）申請書 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成21年度主任指導変更願 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成21年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成22年度履修届・研究題目届 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成22年度入学者誓約書・住所届等 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成22年度修士論文題目届 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成22年度学位（修士）申請書 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成22年度主任指導変更願 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成22年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№９（平成22年度～） 2010/4/1 教務課 教務課 紙 2011/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成23年度履修届・研究題目届 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成23年度入学者誓約書・住所届等 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成23年度修士論文題目届 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成23年度学位（修士）申請書 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成23年度主任指導変更願 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成23年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１０（平成23年度～） 2011/4/1 教務課 教務課 紙 2012/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成24年度履修届・研究題目届 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成24年度入学者誓約書・住所届等 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 金庫 2023/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 金庫 2023/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 金庫 2023/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成24年度修士論文題目届 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 倉庫 常用 -

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

大学院係 申請書（大学院） 平成24年度学位（修士）申請書 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成24年度主任指導変更願 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成24年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 倉庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１１（平成24年度～） 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成25年度履修届・研究題目届 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成25年度入学者誓約書・住所届等 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 金庫 2024/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 金庫 2024/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 金庫 2024/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成25年度修士論文題目届 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成25年度学位（修士）申請書 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成25年度主任指導変更願 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成25年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成26年度履修届・研究題目届 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成26年度入学者誓約書・住所届等 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 金庫 2025/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 金庫 2025/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成26年度修士論文題目届 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成26年度学位（修士）申請書 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成26年度主任指導変更願 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成26年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成27年度履修届・研究題目届 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成27年度入学者誓約書・住所届等 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成27年度修士論文題目届 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成27年度学位（修士）申請書 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成27年度主任指導変更願 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成27年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 教育 東京外国語大学課程認定申請書（研究科専攻等の課程）（H28改組） 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 30年 事務室 2046/3/31 移管

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１２（平成28年度～） 2016/3/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 履修登録（大学院） 平成28年度履修届・研究題目届 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成28年度入学者誓約書・住所届等 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 金庫 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成28年度修士論文題目届 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成28年度学位（修士）申請書 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成28年度主任指導変更願 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成28年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 教育 大学院科目等履修生（先取り履修制度)平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

大学院係 大学院生支援 平成29年度TA・RA 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科協議会平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科教授会平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 平成29年度前期専攻会議・後期専攻会議 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

大学院係 履修登録（大学院） 平成29年度履修届・研究題目届 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成29年度入学者誓約書・住所届等 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成29年度修士論文題目届 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成29年度学位（修士）申請書 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成29年度主任指導変更願 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成29年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１３（平成29年度～） 2017/8/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 教育 大学院科目等履修生（先取り履修制度)平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

大学院係 大学院生支援 平成30年度TA・RA 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科協議会平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科教授会平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 平成30年度前期専攻会議・後期専攻会議 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

大学院係 履修登録（大学院） 平成30年度履修届・研究題目届 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 平成30年度入学者誓約書・住所届等 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 平成30年度修士論文題目届 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成30年度学位（修士）申請書 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 平成30年度主任指導変更願 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 平成30年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１４（平成30年度～） 2018/8/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 教育 大学院科目等履修生（先取り履修制度)令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

大学院係 大学院生支援 令和元年度TA・RA 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科協議会令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科教授会令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 令和元年度前期専攻会議・後期専攻会議 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

大学院係 履修登録（大学院） 令和元年度履修届・研究題目届 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 令和元年度入学者誓約書・住所届等 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 令和元年度修士論文題目届 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 令和元年度学位（修士）申請書 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 令和元年度主任指導変更願 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 令和元年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 調査・統計 令和元年度調査もの 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１５（令和元年度～） 2019/8/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 教育 大学院科目等履修生（先取り履修制度)令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 大学院生支援 令和2年度TA・RA 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科協議会令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科教授会令和元年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 令和元年度前期専攻会議・後期専攻会議 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

大学院係 履修登録（大学院） 令和2年度履修届・研究題目届 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 令和2年度入学者誓約書・住所届等 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

大学院係 学籍・異動（大学院） 復学届・復学願令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 令和2年度学位（修士）申請書 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 申請書（大学院） 令和元年度主任指導変更願 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 論文（後期） 令和2年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 調査・統計 令和2年度調査もの 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 3年 事務室 2024/3/31 廃棄

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１６（令和2年度～） 2020/9/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 教育 大学院科目等履修生（先取り履修制度)令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 大学院生支援 令和3年度TA・RA 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

大学院係 会議（大学院） 研究科協議会令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

大学院係 会議（大学院） 研究科教授会令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

大学院係 会議（大学院） 令和3年度前期専攻会議・後期専攻会議 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

大学院係 履修登録（大学院） 令和3年度履修届・研究題目届 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 令和3年度入学者誓約書・住所届等 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 永年 事務室 常用 -

大学院係 学籍・異動（大学院） 休学願令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

大学院係 学籍・異動（大学院） 退学・除籍関連令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 令和3年度学位（修士）申請書 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 申請書（大学院） 令和3年度主任指導変更願 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 論文（後期） 令和3年度博士論文題目届・博士論文計画書/報告書・発表論文または未発表研究業績/報告書 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

大学院係 調査・統計 令和3年度調査もの 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

大学院係 論文（後期） 課程博士審査報告書№１６（令和3年度～） 2021/6/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教職課程 教育実習 1995/4/1 教務課 教務課 紙 1996/4/1 永年 倉庫 常用 -

教務係 教育 教職に関する科目「教職実践演習」の課程認定申請書 2009/4/1 教務課 教務課 紙 2010/4/1 30年 執務室内 2040/3/31 廃棄

教務第一係 教育 授業時間割平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 移管

教務第一係 教育 履修案内平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 移管

教務第一係 教育 授業科目概要平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 教育 東京外国語大学課程認定申請書（学部学科等の課程）（H25新設） 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 30年 執務室内 2043/3/31 廃棄

教務第一係 教育 授業時間割平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 移管

教務第一係 教育 履修案内平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 移管

教務第一係 教育 授業科目概要平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務第一係 教育 授業時間割平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管

教務第一係 教育 履修案内平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管

教務第一係 教育 授業時間割平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 移管

教務第一係 教育 履修案内平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 移管

教務第一係 教育 授業時間割平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管

教務第一係 教育 履修案内平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管

教務第一係 教職課程 教員免許一括申請平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教職課程 介護等体験平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 授業時間割平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管

教務第一係 教育 履修案内平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管

教務第一係 教育 定期試験（追試験含む）平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 集中講義平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 身体基礎運動科目集中コース平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 会議（学部） 教職課程運営委員会平成２９年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 会議（学部） 学部教授会等資料平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 単位互換（ICU）平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 EUIJ平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 単位互換（東京女子大学）平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 単位互換（お茶の水女子大学）平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 四大学連合複合領域コース平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 多摩地区国立５大学単位互換制度平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 TAC平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 単位互換（清泉女子大学）平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 転学部平成２９年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 公欠届・欠席届平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務第一係 教育 カリキュラム編成関係平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 教育 東京外国語大学課程認定申請書（H31改組） 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 30年 執務室内 2048/3/31 移管

教務係 教職課程 教員免許一括申請平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教職課程 介護等体験平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 授業時間割平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

教務係 教育 履修案内平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

教務係 教育 定期試験（追試験含む）平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 集中講義平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 身体基礎運動科目集中コース平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 会議（学部） 教職課程運営委員会平成３０年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 会議（学部） 学部教授会等資料平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 単位互換平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 EUIJ平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 四大学連合複合領域コース平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 多摩地区国立５大学単位互換制度平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 TAC平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 単位互換（清泉女子大学）平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 転学部平成３０年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 公欠届・欠席届平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教育 カリキュラム編成関係平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務係 教職課程 教員免許一括申請令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教職課程 介護等体験令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 任用 非常勤講師令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 教育 授業時間割令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

教務係 教育 履修案内令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

教務係 教育 定期試験（追試験含む）令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 集中講義令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 会議（学部） 教職課程運営委員会令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 会議（学部） 学部教授会等資料令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 単位互換令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 四大学連合複合領域コース令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 多摩地区国立５大学単位互換制度令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 TAC令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 単位互換（清泉女子大学）令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 転学部令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 公欠届・欠席届令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教育 カリキュラム編成関係令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務係 教職課程 教員免許一括申請令和２年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教職課程 介護等体験令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 授業時間割令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管

教務係 教育 履修案内令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 移管

教務係 教育 定期試験（追試験含む）令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 集中講義令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄
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教務係 会議（学部） 教職課程運営委員会令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 単位互換令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 四大学連合複合領域コース令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 多摩地区国立５大学単位互換制度令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 TAC令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 転学部令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 公欠届・欠席届令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教育 カリキュラム編成関係令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務係 教職課程 教員免許一括申請令和３年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

教務係 教職課程 介護等体験令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

教務係 教育 授業時間割令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 履修案内令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 移管

教務係 教育 定期試験（追試験含む）令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 集中講義令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 会議（学部） 教職課程運営委員会令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

教務係 教育 単位互換令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 四大学連合複合領域コース令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 多摩地区国立５大学単位互換制度令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 TAC令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 転学部令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

教務係 教育 公欠届・欠席届令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 1年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 教育 カリキュラム編成関係令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 非常勤講師令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 廃棄

教務係 教育 西南学院大学単位互換令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 教育 名古屋外国語大学単位互換令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務係 企画 世界展開力事業単位互換制度　平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 執務室内 2026/3/31 廃棄

教務係 企画 世界展開力事業単位互換制度　平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

教務係 企画 世界展開力事業単位互換制度　平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

教務係 会議 西東京3大学関係平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

教務係 企画 世界展開力事業単位互換制度　平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

教務係 会議 西東京3大学関係平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

教務係 会議 西東京3大学関係令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成25年度 2013/4/1 教務課 教務課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成26年度 2014/4/1 教務課 教務課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成27年度 2015/4/1 教務課 教務課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務企画係 企画 大学教育再生加速プログラム　平成28年度 2016/4/1 教務課 教務課 紙 2017/4/1 10年 執務室内 2027/3/31 廃棄

教務企画係 会議 FD委員会平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

教務企画係 会議 PODS部会関係　平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 会計関係平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 休暇簿平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 会議 教育アドミニストレーションオフィス関係　平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 執務室内 2023/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 出勤簿平成29年度(非常勤職員含む） 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 出張 出張命令・依頼簿平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 企画 大学教育再生加速プログラム　平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 庶務関係平成２９年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 物品管理 物品請求書平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務企画係 企画 プロジェクト関係　平成29年度 2017/4/1 教務課 教務課 紙 2018/4/1 10年 執務室内 2028/3/31 廃棄

教務企画係 会議 FD委員会平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

教務企画係 会議 PODS部会関係　平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 会計関係平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 休暇簿平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 会議 教育アドミニストレーションオフィス関係　平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 執務室内 2024/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 出勤簿平成30年度(非常勤職員含む） 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 出張 出張命令・依頼簿平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 企画 大学教育再生加速プログラム　平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 庶務関係平成３０年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 物品管理 物品請求書平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

教務企画係 企画 プロジェクト関係　平成30年度 2018/4/1 教務課 教務課 紙 2019/4/1 10年 執務室内 2029/3/31 廃棄

教務企画係 会議 FD委員会令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

教務企画係 会議 PODS部会関係　令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 会計関係令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 休暇簿令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 会議 教育アドミニストレーションオフィス関係　令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 執務室内 2025/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 出勤簿令和元年度(非常勤職員含む） 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 出張 出張命令・依頼簿令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 企画 大学教育再生加速プログラム　令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 調査・回答　提出令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 通知関係令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 物品管理 物品請求書令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 企画 プロジェクト関係　令和元年度 2019/4/1 教務課 教務課 紙 2020/4/1 10年 執務室内 2030/3/31 廃棄

教務企画係 会議 FD委員会令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 会計関係令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 教育 学生支援（授業等）関係　令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 休暇簿令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 会議 教育アドミニストレーションオフィス関係　令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 執務室内 2026/3/31 廃棄

教務企画係 勤務時間 出勤簿令和2年度(非常勤職員含む） 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 出張 出張命令・依頼簿令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 企画 大学教育再生加速プログラム　令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 調査・回答　提出令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 文書件名簿 通知関係令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 物品管理 物品請求書令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 企画 プロジェクト関係　令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 10年 執務室内 2031/3/31 廃棄

教務企画係 教授会 会議附議令和2年度 2020/4/1 教務課 教務課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

教務企画係 FD研修 FD委員会令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 移管

教務企画係 会計関係 会計関係令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 3年 事務室 2025/3/31 廃棄

教務企画係 授業配慮 学生支援（授業等）関係　令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 執務室内 2027/3/31 廃棄

教務企画係
教育アドミニストレーショ

ン・オフィス
教育アドミニストレーションオフィス関係　令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 移管

教務企画係 企画 大学教育再生加速プログラム　令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 執務室内 2032/3/31 廃棄

教務企画係 庶務関係 庶務関係令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 10年 事務室 2032/3/31 移管

教務企画係 物品請求 物品請求書令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務企画係 教授会 会議附議令和3年度 2021/4/1 教務課 教務課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

教務第一係 教育 卒業論文届 1954/3/1 教務課 教務課 紙 1954/4/1 永年 倉庫 常用 -

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

教務係 学籍・異動 退学願（平成24年度） 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 学籍・異動 除籍（平成24年度） 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 学籍・異動 復学届・願平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 学籍・異動 本籍・氏名・変更届平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

教務係 学籍・異動 誓約書平成24年度 2012/4/1 教務課 教務課 紙 2013/4/1 永年 事務室 常用 -

教務係 学籍・異動 卒業・進級判定資料（平成24年度） 2013/3/5 教務課 教務課 紙 2013/4/1 30年 事務室 2043/3/31 廃棄

学生課 会計関係 会計提出伝票(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生課 会計関係 会計提出伝票(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生課 会計関係 会計提出伝票(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生課 会計関係 会計提出伝票(令和3年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生課 会計関係 会計提出伝票(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 授業料免除 平成29年度後半期分授業料免除 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 授業料免除 平成29年度前半期分授業料免除 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 授業料免除 平成30年度後半期分授業料免除 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 授業料免除 平成30年度前半期分授業料免除 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 授業料免除 令和2年度後半期分授業料免除 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 移管

学生係 授業料免除 令和2年度前半期分授業料免除 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 移管

学生係 授業料免除 令和3年度後半期分授業料免除 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 移管

学生係 授業料免除 令和3年度前半期分授業料免除 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 移管

学生係 授業料免除 令和元年度後半期分授業料免除 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 授業料免除 令和元年度前半期分授業料免除 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 会議 第３９回全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 会議 第４０回全国国立大学学生指導担当副学長協議会（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 会議 第４１回全国国立大学学生指導担当副学長協議会（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 会議 第４２回全国国立大学学生指導担当副学長協議会（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 会議 平成２９年度学生委員会 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 会議 平成２９年度学生支援マネジメントオフィス会議 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 会議 平成２９年度学生相談室関係 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 会議 平成３０年度学生委員会 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 会議 平成３０年度学生支援マネジメントオフィス会議 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 会議 平成３０年度学生相談室関係 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 会議 令和2年度学生委員会 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 移管

学生係 会議 令和2年度学生支援マネジメントオフィス会議 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 移管

学生係 会議 令和2年度学生相談室関係 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 移管

学生係 会議 令和3年度学生委員会 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 移管

学生係 会議 令和3年度学生支援マネジメントオフィス会議 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 移管

学生係 会議 令和3年度学生相談室関係 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 移管

学生係 会議 令和元年度学生支援マネジメントオフィス会議 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 会議 令和元年度学生相談室関係 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 会議 令和元年度学生委員会 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学外施設活動届（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学外施設活動届（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学外施設活動届（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学生団体・継続設立届（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学生団体・継続設立届（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学生団体・継続設立届（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学内競漕大会（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学内競漕大会（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 学内競漕大会（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 企画開催許可願（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 企画開催許可願（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 教室使用許可願（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 教室使用許可願（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 教室使用許可願（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 サマースクール綴（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 サマースクール綴（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 新入生オリエンテーション（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 新入生オリエンテーション（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 新入生オリエンテーション（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 第97回外語祭（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 第98回外語祭（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 第99回外語祭（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 東京地区国公立大学体育大会綴（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 東京地区国公立大学体育大会綴（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 東京地区国公立大学体育大会綴（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 東京地区国公立大学連合文化会綴（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 東京地区国公立大学連合文化会綴（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 東京地区国公立大学連合文化会綴（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 リーダーシップトレーニング綴（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 リーダーシップトレーニング綴（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 リーダーシップトレーニング綴（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 課外活動 大学会館使用許可願（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 課外活動 大学会館使用許可願（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 課外活動 大学会館使用許可願（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生懲戒（平成29年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生懲戒（平成30年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生懲戒（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生懲戒（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生懲戒（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生表彰（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生表彰（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 学生の表彰・懲罰 学生表彰（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 学割 学割使用調書（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 学割 学割使用調書（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 学割 学割使用調書（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 勤務時間報告(平成２９年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 勤務時間報告(平成３０年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 勤務時間報告(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 勤務時間報告(令和3年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 勤務時間報告(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 出勤簿(平成29年) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 出勤簿(平成30年) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 出勤簿(令和2年) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 勤務時間管理 出勤簿(令和元年) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 出張 平成29年度旅行命令・旅費請求書 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 出張 平成30年度旅行命令・旅費請求書 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 出張 令和2年度旅行命令・旅費請求書 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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学生係 出張 令和3年度旅行命令・旅費請求書 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 出張 令和元年度旅行命令・旅費請求書 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度各種奨学団体 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度短期留学奨学金 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構　異動届・雑件 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構　推薦（学部） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構　推薦（大学院） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構　適格認定 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構　返還誓約書 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度各種奨学団体 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度短期留学奨学金 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構　異動届・雑件 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構　推薦（学部） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構　推薦（大学院） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構　適格認定 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構　返還誓約書 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度各種奨学団体 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度短期留学奨学金 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度日本学生支援機構　異動届・雑件 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度日本学生支援機構　推薦（学部） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度日本学生支援機構　推薦（大学院） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度日本学生支援機構　適格認定 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和2年度日本学生支援機構　返還誓約書 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度各種奨学団体 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度短期留学奨学金 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度日本学生支援機構　異動届・雑件 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度日本学生支援機構　推薦（学部） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度日本学生支援機構　推薦（大学院） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度日本学生支援機構　適格認定 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和3年度日本学生支援機構　返還誓約書 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度各種奨学団体 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度短期留学奨学金 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度日本学生支援機構　異動届・雑件 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度日本学生支援機構　推薦（学部） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度日本学生支援機構　推薦（大学院） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度日本学生支援機構　適格認定 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 奨学金 令和元年度日本学生支援機構　返還誓約書 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 諸証明 兄弟姉妹等（国立学校在学者）の授業料免除状況証明書（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 諸証明 兄弟姉妹等（国立学校在学者）の授業料免除状況証明書（平成30年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 諸証明 兄弟姉妹等（国立学校在学者）の授業料免除状況証明書（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 諸証明 兄弟姉妹等（国立学校在学者）の授業料免除状況証明書（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 諸証明 兄弟姉妹等（国立学校在学者）の授業料免除状況証明書（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 入学料免除 平成29年度入学料免除・入学料徴収猶予 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 入学料免除 平成30年度入学料免除・入学料徴収猶予 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 入学料免除 令和2年度入学料免除・入学料徴収猶予 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 移管

学生係 入学料免除 令和3年度入学料免除・入学料徴収猶予 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 移管

学生係 入学料免除 令和元年度入学料免除・入学料徴収猶予 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 保険 平成2９年度学生教育研究災害障害保険 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 保険 平成３０年度学生教育研究災害障害保険 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 保険 令和2年度学生教育研究災害障害保険 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 保険 令和3年度学生教育研究災害障害保険 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 保険 令和元年度学生教育研究災害障害保険 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

学生係 保健管理センター 保健管理センター関係（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 6年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

学生係 保健管理センター 保健管理センター関係（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

学生係 保健管理センター 保健管理センター関係（令和2年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室・倉庫 2026/3/31 廃棄

学生係 保健管理センター 保健管理センター関係（令和3年度） 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室・倉庫 2027/3/31 廃棄

学生係 保健管理センター 保健管理センター関係（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(平成27年度) 2015/4/1 学生課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(平成28年度) 2016/4/1 学生課 学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(令和3年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(平成27年度) 2015/4/1 学生課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(平成28年度) 2016/4/1 学生課 学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(令和3年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(平成27年度) 2015/4/1 学生課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(平成28年度) 2016/4/1 学生課 学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学外説明会・会議資料等(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学外説明会・会議資料等(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学外説明会・会議資料等(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学外説明会・会議資料等(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学内企業研究会(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学内企業研究会(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学内企業研究会(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 学内企業研究会(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア・アドバイザー相談申込書(平成29年度) 2016/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア・アドバイザー相談申込書(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア・アドバイザー相談申込書(令和2年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア・アドバイザー相談申込書(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア相談会(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア相談会(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 キャリア相談会(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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キャリア支援係 就職活動支援 キャリア相談会(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバル・キャリア・センター関係(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバル・キャリア・センター関係(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバル・キャリア・センター関係(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(平成28年度) 2016/4/1 学生課 学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(平成27年度) 2015/4/1 学生課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金「海外日本語教育派遣インターンプログラム」(平成26年度） 2014/4/1 教務課 学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金「大学連携日本語パートナーズ派遣プログラム」(2019年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金「大学連携日本語パートナーズ派遣プログラム」(2020年度） 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 10年 事務室 2031/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金インターン派遣プログラム(平成27年度） 2015/4/1 教務課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金インターン派遣プログラム(平成28年度） 2016/4/1 教務課 学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金インターン派遣プログラム(平成29年度） 2017/4/1 教務課 学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 国際交流基金インターン派遣プログラム(平成30年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 個別企業研究セミナー(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 個別企業研究セミナー(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 個別企業研究セミナー(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 個別企業研究セミナー(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 セミナー・ガイダンス関係(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 セミナー・ガイダンス関係(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 セミナー・ガイダンス関係(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 卒業生(OBOG)情報開示請求書・卒業生在籍者名簿開示請求書(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 卒業生(OBOG)情報開示請求書・卒業生在籍者名簿開示請求書(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 卒業生(OBOG)情報開示請求書・卒業生在籍者名簿開示請求書(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 卒業生(OBOG)情報開示請求書・卒業生在籍者名簿開示請求書(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(平成28年度) 2016/4/1 学生課 学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(平成27年度) 2015/4/1 学生課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(平成27年度) 2015/4/1 学生課 学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 求人企業一覧(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 求人企業一覧(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 求人企業一覧(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 求人企業一覧(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 進路決定届(2018.3卒業・修了者) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 進路決定届(2019.3卒業・修了者) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 進路決定届(2020.3卒業・修了者) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 卒業生現況調査アンケート(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 卒業生現況調査アンケート(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 卒業生現況調査アンケート(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 卒業生現況調査アンケート(令和3年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 卒業生現況調査アンケート(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 調査・アンケート関係(平成29年度) 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 調査・アンケート関係(平成30年度) 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 調査・アンケート関係(令和2年度) 2020/4/1 学生課 学生課 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 調査・アンケート関係(令和3年度) 2021/4/1 学生課 学生課 紙 2022/4/1 5年 事務室 2027/3/31 廃棄

キャリア支援係 調査・統計 調査・アンケート関係(令和元年度) 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 会議 グローバル・キャリア・センター運営会議(平成26年度) 2014/4/1 学生課 学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 インターンシップ関係(平成26年度) 2014/4/1 学生課 学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 グローバルビジネス講義(平成26年度) 2014/4/1 学生課 学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 外交官プログラム(平成26年度) 2014/4/1 学生課 学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

キャリア支援係 就職活動支援 提携講義(平成26年度) 2014/4/1 学生課 学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 外語祭（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 外語祭（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 学生団体・継続設立届（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 学生団体・継続設立届（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 学内競漕大会（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 学内競漕大会（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 学内施設活動届（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 学内施設活動届（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 企画開催許可願（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 企画開催許可願（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 企画開催許可願（令和元年度） 2019/4/1 学生課 学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室・倉庫 2025/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 教室使用許可願（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 教室使用許可願（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 サマースクール綴（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 サマースクール綴（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 新入生オリエンテーション（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 新入生オリエンテーション（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 東京地区国公立大学体育大会綴（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 東京地区国公立大学体育大会綴（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 東京地区国公立大学連合文化会綴（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 東京地区国公立大学連合文化会綴（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 リーダーシップトレーニング綴（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 リーダーシップトレーニング綴（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 大学会館使用許可願（平成２９年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 課外活動 大学会館使用許可願（平成３０年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

専門職員 学生の表彰・懲罰 学生表彰（平成29年度） 2017/4/1 学生課 学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室・倉庫 2023/3/31 廃棄

専門職員 学生の表彰・懲罰 学生表彰（平成30年度） 2018/4/1 学生課 学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室・倉庫 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 教職員健康診断受診者名簿（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 教職員健康診断受診者名簿（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 教職員健康診断受診者名簿（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 教職員健康診断受診者名簿（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 教職員健康診断受診者名簿（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断結果・ＸＰ（令和2年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断結果・ＸＰ（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断結果・ＸＰ（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断結果・ＸＰ（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断結果・ＸＰ（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断結果・ＸＰ（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断受診者名簿（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断受診者名簿（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

保健管理センター 健診 定期健康診断受診者名簿（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断受診者名簿（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 定期健康診断受診者名簿（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 人間ドック結果（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 人間ドック結果（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 人間ドック結果（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 人間ドック結果（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 人間ドック結果（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断結果・Ｘ－Ｐ（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断結果・Ｘ－Ｐ（令和元年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断結果・Ｘ－Ｐ（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断結果・Ｘ－Ｐ（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断受診者名簿（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断受診者名簿（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断受診者名簿（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断受診者名簿（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 健診 留学生健康診断受診者名簿（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－便り（172～178号） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－便り（179～189号） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－便り（190～204号） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－便り（205～216号） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－便り（217～224号） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－年報（平成２９年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－年報（平成３０年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－年報（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－年報（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 資料 保健管理センタ－年報（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 カウンセリング記録（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 カウンセリング記録（平成３０年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 カウンセリング記録（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 カウンセリング記録（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 カウンセリング記録（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 内科診療録・処方箋（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 内科診療録・処方箋（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 内科診療録・処方箋（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 内科診療録・処方箋（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 内科診療録・処方箋（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 保健管理センター利用者カルテファイル（令和2年度） 2020/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2021/4/1 5年 保健管理センター 2026/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 保健管理センター利用者カルテファイル（令和3年度） 2021/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2022/4/1 5年 保健管理センター 2027/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 保健管理センター利用者カルテファイル（令和元年度） 2019/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2020/4/1 5年 保健管理センター 2025/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 保健管理センター利用者カルテファイル（平成29年度） 2017/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2018/4/1 5年 保健管理センター 2023/3/31 廃棄

保健管理センター 診療・相談 保健管理センター利用者カルテファイル（平成30年度） 2018/4/1 保健管理センター 保健管理センター 紙 2019/4/1 5年 保健管理センター 2024/3/31 廃棄

入学試験係 会議 平成２９年度入試委員会配付資料 2016/4/1 入試課 入試課 紙 2017/4/1 10年 入試課倉庫 2027/3/31 移管

入学試験係 会議 平成３０年度入試委員会配付資料 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 10年 入試課倉庫 2028/3/31 移管

入学試験係 会議 平成３０年度教授会配付資料 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課倉庫 2023/3/31 廃棄

入学試験係 会議 平成３１年度入試委員会配付資料 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 10年 入試課倉庫 2029/3/31 移管

入学試験係 会議 平成３１年度教授会配付資料 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課倉庫 2024/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和２年度学部　協議会・教授会 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和２年度学部入試委員会 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 10年 入試課事務室 2030/3/31 移管

入学試験係 会議 平成31（令和元）年度～　学部入試改革WG 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 10年 入試課事務室 2030/3/31 移管

入学試験係 会議 令和２年度研究科協議会・教授会・企画運営会議 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和２年度大学院入試委員会 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 10年 入試課事務室 2030/3/31 移管

入学試験係 会議 令和２年度学内諸会議 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和２年度所管外会議 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和２年度文部科学省・国大協関連 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 会議 令和２年度学外関係（会議・ガイダンス） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和３年度学部　協議会・教授会 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 会議 令和３年度学部入試委員会 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 10年 入試課事務室 2031/3/31 移管

入学試験係 会議 令和３年度研究科協議会・教授会・企画運営会議 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 会議 令和３年度研究科入試委員会 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 10年 入試課事務室 2031/3/31 移管

入学試験係 会議 令和３年度文部科学省・国大協関連 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 会議 令和３年度学外関係（会議・ガイダンス） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 会議 令和４年度学部　協議会・教授会 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和４年度学部入試委員会 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 10年 入試課事務室 2032/3/31 移管

入学試験係 会議 令和４年度研究科協議会・教授会・企画運営会議 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 会議 令和４年度研究科入試委員会 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 10年 入試課事務室 2032/3/31 移管

入学試験係 会議 令和４年度文部科学省・国大協関連 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 会議 令和４年度学外関係（会議・ガイダンス） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 出張 平成２9年度職員の出張命令関係書類 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 出張 平成３０年度職員の出張命令関係書類 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 出張 平成３1年度職員の出張命令関係書類 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 出張 令和２年度職員の出張命令関係書類 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成２９年度出勤簿 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成２９年度休暇簿 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成２９年度超過勤務命令簿 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成２９年度代休・振替簿 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３０年度出勤簿 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３０年度休暇簿 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３０年度超過勤務命令簿 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３０年度代休・振替簿 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成２９年度時間給職員等 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成２９年度謝金支出関係書類 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３０年度時間給職員等 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３０年度謝金支出関係書類 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３１年度出勤簿 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３1年度休暇簿 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３1年度超過勤務命令簿 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３1年度代休・振替簿 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 平成３1年度謝金支出関係書類 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 令和２年度出勤簿 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 令和２年度休暇簿 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 令和２年度超過勤務命令簿 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 令和２年度代休・振替簿 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 令和２年度謝金支出関係書類 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 勤務時間管理 令和３年度予算・勤務時間報告・人事等 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 物品管理 平成２９年度物品請求書 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 移管

入学試験係 物品管理 平成３０年度物品請求書 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

入学試験係 物品管理 平成３1年度物品請求書 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 物品管理 令和２年度物品請求書 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 物品管理 令和３年度物品請求書 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２８年度学校基本調査 2016/4/1 入試課 入試課 紙 2017/4/1 10年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２９年度概算要求関連資料 2016/4/1 入試課 入試課 紙 2017/4/1 10年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２８年度入学者選抜実態調査 2016/4/1 入試課 入試課 紙 2017/4/1 10年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２８年度大学入学者選抜実施状況調査 2016/4/1 入試課 入試課 紙 2017/4/1 10年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２９年度学校基本調査 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 10年 入試課事務室 2028/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成３０年度概算要求関連資料 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 10年 入試課事務室 2028/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２９年度入学者選抜実態調査 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 10年 入試課事務室 2028/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２９年度大学入学者選抜実施状況調査 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 10年 入試課事務室 2028/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成２９年度大学院関係資料 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 調査・報告 平成３０年度学校基本調査 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 10年 入試課事務室 2029/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成３１年度概算要求関連資料 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 10年 入試課事務室 2029/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成３０年度入学者選抜実態調査 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 10年 入試課事務室 2029/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成３０年度大学入学者選抜実施状況調査 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 10年 入試課事務室 2029/3/31 移管

入学試験係 調査・報告 平成３０年度大学院関係資料 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和２年度募集要項＋入学手続き書類 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和２年度入学資格審査＋検定料返還 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和２年度Web成績提供システム 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和２年度WEB出願システム 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和２年度　学内 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 10年 入試課事務室 2030/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和２年度　雑件 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 10年 入試課事務室 2030/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和３年度募集要項＋入学手続き書類 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和３年度入学資格審査＋検定料返還 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和３年度Web成績提供システム 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和３年度WEB出願システム 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和３年度　学内 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 10年 入試課事務室 2031/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和３年度　雑件 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 10年 入試課事務室 2031/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和４年度募集要項＋入学手続き書類 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和４年度入学資格審査＋検定料返還 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和４年度Web成績提供システム 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和４年度WEB出願システム 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 庶務関係 令和４年度　学内 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 10年 入試課事務室 2032/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和４年度　雑件 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 10年 入試課事務室 2032/3/31 移管

入学試験係 庶務関係 令和４年度　私費外国人研究生（GAO） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 出願 平成３０年度志願書 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課金庫室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 平成３０年度調査書 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課金庫室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 平成３０年度入学資格認定申請書 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 研究計画書・論文 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 卒業証明書 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 成績証明書 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 その他の出願書類 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 出願 平成３１年度志願書 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課金庫室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 平成３１年度調査書 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課金庫室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 平成３１年度入学資格認定申請書 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 研究計画書・論文 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 卒業証明書 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 成績証明書 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 その他の出願書類 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和２年度志願書 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課金庫室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和２年度調査書 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課金庫室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和２年度研究計画書・論文 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課金庫室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和２年度卒業証明書 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和２年度成績証明書 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和２年度その他の出願書類 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和３年度志願書 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課金庫室 2026/3/31 移管

入学試験係 出願 令和３年度調査書 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課金庫室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和３年度研究計画書・論文 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課金庫室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和３年度卒業証明書 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和３年度成績証明書 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和３年度その他の出願書類 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和４年度志願書 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課金庫室 2027/3/31 移管

入学試験係 出願 令和４年度調査書 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課金庫室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和４年度研究計画書・論文 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課金庫室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和４年度卒業証明書 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和４年度成績証明書 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 出願 令和４年度その他の出願書類 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 試験 平成３０年度入学試験問題 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課金庫室 2023/3/31 移管

入学試験係 試験 平成３１年度入学試験問題 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課金庫室 2024/3/31 移管

入学試験係 試験 平成３０年度採点票 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 試験 平成３０年度口述試験評価票 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 入試課事務室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 試験 平成３１年度採点票 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 試験 平成３１年度口述試験評価票 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 入試課事務室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和２年度大学入試センター試験 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和２年度学部試験実施 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和２年度大学院試験実施 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和２年度入学試験問題 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課金庫室 2025/3/31 移管

入学試験係 試験 令和２年度解答用紙 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 3年 入試課金庫室 2023/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和２年度採点票 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和２年度口述試験評価票 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 入試課事務室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和３年度大学入試センター試験 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 試験 令和３年度学部試験実施 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 試験 令和３年度大学院試験実施 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 移管

入学試験係 試験 令和３年度入学試験問題 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課金庫室 2026/3/31 移管

入学試験係 試験 令和３年度解答用紙 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 3年 入試課金庫室 2024/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和３年度採点票 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和３年度口述試験評価票 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 入試課事務室 2026/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和４年度大学入学共通テスト 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 試験 令和４年度学部試験実施 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 試験 令和４年度大学院試験実施 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 移管

入学試験係 試験 令和４年度入学試験問題 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課金庫室 2027/3/31 移管

入学試験係 試験 令和４年度解答用紙 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 3年 入試課金庫室 2025/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和４年度採点票 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入学試験係 試験 令和４年度口述試験評価票 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 入試課事務室 2027/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 2014年度入学試験問題著作権関係書類 2014/4/1 戦略支援室長 入試課 紙 2015/4/1 10年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 移管

入試広報係 庶務 2015年度入学試験問題著作権関係書類 2015/4/1 戦略支援室長 入試課 紙 2016/4/1 10年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

入試広報係 庶務 平成29年度庶務 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 オープンキャンパス関係（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成29年度入試広報 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 2017年度入学試験問題著作権関係書類 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 10年 本部管理棟1階高大連携支援室 2028/3/31 移管

入試広報係 庶務 高大連携関係（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 出前説明（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 出前授業（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 物品・役務（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 キャンパス訪問（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 業者説明会（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 平成29年度礼状・感想文 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成29年度旅費 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 学生職場体験　平成29年度 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 行事 体験授業　（平成29年度） 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 西部学校経営支援センター 2017/4/1 入試課 入試課 紙 2018/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2023/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成30年度庶務 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 オープンキャンパス関係（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成30年度入試広報 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 2018年度入学試験問題著作権関係書類 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 10年 本部管理棟1階高大連携支援室 2029/3/31 移管

入試広報係 庶務 高大連携関係（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 出前説明（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 出前授業（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 物品・役務（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 キャンパス訪問（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 業者説明会（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 平成30年度礼状・感想文 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成30年度旅費 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 学生職場体験　平成30年度 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 行事 体験授業　（平成30年度） 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 その他 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 三大学連携 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 西部学校経営支援センター 2018/4/1 入試課 入試課 紙 2019/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2024/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成31/令和元年度庶務 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 オープンキャンパス関係（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成31/令和元年度入試広報 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 2019年度入学試験問題著作権関係書類 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 10年 本部管理棟1階高大連携支援室 2030/3/31 移管

入試広報係 庶務 高大連携関係（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 出前説明（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 出前授業（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 物品・役務（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 キャンパス訪問（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 業者説明会（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 平成31/令和元年度礼状・感想文 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 平成31/令和元年度旅費 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 学生職場体験　平成31/令和元年度 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 体験授業　（平成31/令和元年度） 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 その他 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 三大学連携 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 西部学校経営支援センター 2019/4/1 入試課 入試課 紙 2020/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2025/3/31 廃棄

入試広報係 行事 オープンキャンパス関係（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 庶務 令和2年度入試広報 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 行事 出前説明（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 行事 出前授業（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 庶務 物品・役務（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 行事 キャンパス訪問（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 行事 業者説明会（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 庶務 令和2年度旅費 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 廃棄

入試広報係 行事 体験授業　（令和2年度） 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 庶務 その他 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 三大学連携 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 庶務 令和2年度データブック 2020/4/1 入試課 入試課 紙 2021/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2026/3/31 移管

入試広報係 庶務 令和3年度入試広報 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 行事 出前説明（令和3年度） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 行事 出前授業（令和3年度） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 庶務 物品・役務（令和3年度） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 行事 オープンキャンパス（令和3年度） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 行事 業者説明会（令和3年度） 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 庶務 令和3年度旅費 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 その他 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 廃棄

入試広報係 庶務 三大学連携 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

入試広報係 庶務 令和3年度データブック 2021/4/1 入試課 入試課 紙 2022/4/1 5年 本部管理棟1階高大連携支援室 2027/3/31 移管

専門職員（交流担当） 通知 平成８年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 1996/4/1 留学生課 留学生課 紙 1997/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成９年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成１０年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成１１年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成１２年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成１３年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成１４年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 通知 平成１５年度授業料等を不徴収とする大学間交流関係 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 永久 地下倉庫 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成８年度UMAP留学生支援奨学金関係 1996/4/1 留学生課 留学生課 紙 1997/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成９年度UMAP留学生支援奨学金関係 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成１０年度UMAP留学生支援奨学金関係 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成１１年度UMAP留学生支援奨学金関係 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成１２年度UMAP留学生支援奨学金関係 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成１３年度UMAP留学生支援奨学金関係 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成１４年度UMAP留学生支援奨学金関係 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 申請 平成１５年度UMAP留学生支援奨学金関係 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成８年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 1996/4/1 留学生課 留学生課 紙 1997/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成９年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成１０年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成１１年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成１２年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成１３年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成１４年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 永久 事務室 永久

専門職員（交流担当） 調査・報告 平成１５年度大学間交流協定書締結と学生交流関係 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 永久 事務室 永久

留学生教育係 通知 平成２４年度国費給与関係 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２５年度国費給与関係 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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留学生教育係 通知 平成２６年度国費給与関係 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２７年度国費給与関係 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２４年度大学推薦による国費外国人留学生 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２５年度大学推薦による国費外国人留学生 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２６年度大学推薦による国費外国人留学生 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２７年度大学推薦による国費外国人留学生 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２４年度大使館推薦による国費外国人留学生 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２５年度大使館推薦による国費外国人留学生 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２６年度大使館推薦による国費外国人留学生 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２７年度大使館推薦による国費外国人留学生 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２４年度国内採用関係 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２５年度国内採用関係 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２６年度国内採用関係 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２６年度スーパーグローバル大学創成支援事業国費外国人留学生 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２７年度スーパーグローバル大学創成支援事業国費外国人留学生 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生教育係 諸証明 平成９年度卒業証書等発行簿 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 30年 事務室 2028/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１０年度卒業証書等発行簿 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 30年 事務室 2029/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１１年度卒業証書等発行簿 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 30年 事務室 2030/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１２年度卒業証書等発行簿 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 30年 事務室 2031/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１３年度卒業証書等発行簿 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 30年 事務室 2032/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１４年度卒業証書等発行簿 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 30年 事務室 2033/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１５年度卒業証書等発行簿 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 30年 事務室 2034/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１６年度卒業証書等発行簿 2004/4/1 留学生課 留学生課 紙 2005/4/1 30年 事務室 2035/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１７年度卒業証書等発行簿 2005/4/1 留学生課 留学生課 紙 2006/4/1 30年 事務室 2036/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 平成１８年度卒業証書等発行簿 2006/4/1 留学生課 留学生課 紙 2007/4/1 30年 事務室 2037/3/31 移管

留学生教育係 諸証明 卒業証書等発行簿 2012/1/1 留学生課 留学生課 紙 2012/4/1 30年 事務室 2042/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成９年度外国人研究生異動関係 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 30年 地下倉庫 2028/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１０年度外国人研究生異動関係 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 30年 地下倉庫 2029/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１１年度外国人研究生異動関係 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 30年 地下倉庫 2030/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１２年度外国人研究生異動関係 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 30年 地下倉庫 2031/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１３年度外国人研究生異動関係 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 30年 地下倉庫 2032/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１４年度外国人研究生異動関係 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 30年 地下倉庫 2033/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１５年度外国人研究生異動関係 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 30年 地下倉庫 2034/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１６年度外国人研究生異動関係 2004/4/1 留学生課 留学生課 紙 2005/4/1 30年 地下倉庫 2035/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１７年度外国人研究生異動関係 2005/4/1 留学生課 留学生課 紙 2006/4/1 30年 地下倉庫 2036/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１８年度外国人研究生異動関係 2006/4/1 留学生課 留学生課 紙 2007/4/1 30年 事務室 2037/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成１９年度留学生異動関係 2007/4/1 留学生課 留学生課 紙 2008/4/1 30年 事務室 2038/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２０年度留学生異動関係 2008/4/1 留学生課 留学生課 紙 2009/4/1 30年 事務室 2039/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２１年度留学生異動関係 2009/4/1 留学生課 留学生課 紙 2010/4/1 30年 事務室 2040/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２２年度留学生異動関係 2010/4/1 留学生課 留学生課 紙 2011/4/1 30年 事務室 2041/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２３年度留学生異動関係 2011/4/1 留学生課 留学生課 紙 2012/4/1 30年 事務室 2042/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２４年度留学生異動関係 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 30年 事務室 2043/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２５年度留学生異動関係 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 30年 事務室 2044/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２６年度留学生異動関係 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 30年 事務室 2045/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２７年度留学生異動関係 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 30年 事務室 2046/3/31 移管

留学生教育係 予算配分 平成２４年度会計・予算関係 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 平成２５年度会計・予算関係 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 平成２６年度会計・予算関係 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 平成２７年度会計・予算関係 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２４年度学習奨励費関係 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２５年度学習奨励費関係 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２６年度学習奨励費関係 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２７年度学習奨励費関係 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２４年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２５年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２６年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２７年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２４年度民間財団奨学金 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２５年度民間財団奨学金 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２６年度民間財団奨学金 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２７年度民間財団奨学金 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２４年度学習奨励費関係綴 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２５年度学習奨励費関係綴 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２６年度学習奨励費関係綴 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２７年度学習奨励費関係綴 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２８年度国費給与関係 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２８年度大学推薦による国費外国人留学生 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２８年度大使館推薦による国費外国人留学生 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２８年度スーパーグローバル大学創成支援事業国費外国人留学生 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生教育係 身上 平成２８年度留学生異動関係 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 30年 事務室 2047/3/31 移管

留学生教育係 予算配分 平成２８年度会計・予算関係 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２８年度学習奨励費関係 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２８年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２８年度民間財団奨学金 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２８年度学習奨励費関係綴 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成２９年度留学生交流支援制度に基づく留学関係（派遣） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成２９年度留学生交流支援制度に基づく留学関係（受入） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成２９年度長期海外留学支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 学籍・記録 平成２９年度春期特別聴講学生履修登録票綴 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 証明書 平成２９年成績証明書 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成３０年度派遣留学申請書 2017/10/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２９年度国費給与関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２９年度大学推薦による国費外国人留学生 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２９年度大使館推薦による国費外国人留学生 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成２９年度スーパーグローバル大学創成支援事業国費外国人留学生 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 身上 平成２９年度留学生異動関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 30年 事務室 2048/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成２９年度私費外国人研究生入試関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 物品管理 平成２６年度物品管理通知書供用簿（乙）・原符 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 平成２９年度会計・予算関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 平成２９年度日本学生支援機構綴 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 課外教育 平成２９年度チュータ採用願 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 平成２９年度チューター実績簿 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 会議 平成２９年度留学生委員会関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 通知 国際日本プログラム関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成２９年度国際交流会館入居者申請書類 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成２９年度国際交流会館債権関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会議 平成２９年度国際交流会館運営委員会資料 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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留学生生活係 奨学金 平成２９年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２９年度民間財団奨学金 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成２９年度学習奨励費関係綴 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生生活係 学生支援 平成２９年度留学生住宅総合補償関係綴 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成２９年度国際交流会館共益費 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成２９年度ショートビジットプログラム申請書類 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成２９年度Joint Education Program 申請書類 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 平成２９年度JASSO海外留学支援制度（協定派遣）関係書類 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学支援共同利用センター 申請 平成２９年度ショートステイサマープログラム 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成２９年度ショートステイウィンタープログラム 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 平成２９年度日本語パートナーズ派遣事業 関係書類 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学支援共同利用センター 奨学金 平成２９年度トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学支援共同利用センター 記録 平成２９年度留学相談申込書 2017/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2017/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成２９年度国費留学生奨学金延長 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 諸証明 証書関連（平成２９年度～） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 日研生関連（平成２８年度～） 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2027/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成29年度ISEP届出関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成30年度ISEP受入申請関係 2017/10/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成30年度派遣留学届出関係 2017/10/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成29年度業務スーパージャパンドリーム財団 2016/10/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成29年度佐藤陽国際奨学財団（派遣） 2016/10/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成30年度佐藤陽国際奨学財団（派遣） 2017/10/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成28年度佐藤陽国際奨学財団（受入） 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成29年度佐藤陽国際奨学財団（受入） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成30年度その他奨学金関係（派遣） 2017/10/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成29年度その他奨学金関係（受入） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成29年度公益財団法人平和中島財団 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成３０年度国費給与関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成３０年度大学推薦による国費外国人留学生 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成３０年度大使館推薦による国費外国人留学生 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成３０年度スーパーグローバル大学創成支援事業国費外国人留学生 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 身上 平成３０年度留学生異動関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 30年 事務室 2048/3/31 移管

留学生教育係 身上 平成３０年度私費外国人研究生入試関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 物品管理 平成２６年度物品管理通知書供用簿（乙）・原符 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 平成３０年度会計・予算関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 平成３０年度日本学生支援機構綴 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 課外教育 平成３０年度チュータ採用願 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 平成３０年度チューター実績簿 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 会議 平成３０年度留学生委員会関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 移管

留学生教育係 通知 国際日本プログラム関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成３０年度国費留学生奨学金延長 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３０年度留学生交流支援制度に基づく留学関係（派遣） 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３０年度留学生交流支援制度に基づく留学関係（受入） 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３０年度長期海外留学支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 学籍・記録 平成３０年度春期特別聴講学生履修登録票綴 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 証明書 平成３０年成績証明書 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成３０年度ISEP届出関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３０年度佐藤陽国際奨学財団（受入） 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３０年度その他奨学金関係（受入） 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３０年度公益財団法人平和中島財団 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３１年度その他奨学金関係（派遣） 2018/10/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３１年度業務スーパージャパンドリーム財団 2018/10/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成３１年度佐藤陽国際奨学財団（派遣） 2018/10/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成３１年度派遣留学申請書 2018/10/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成３１年度派遣留学届出関係 2018/10/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成３０年度国際交流会館入居者申請書類 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成３０年度国際交流会館債権関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会議 平成３０年度国際交流会館運営委員会資料 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成３０年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成３０年度民間財団奨学金 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成３０年度学習奨励費関係綴 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 事務室 2028/3/31 廃棄

留学生生活係 学生支援 平成３０年度留学生住宅総合補償関係綴 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成３０年度国際交流会館共益費 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成３０年度ショートビジットプログラム申請書類 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成３０年度Joint Education Program 申請書類 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 平成３０年度JASSO海外留学支援制度（協定派遣）関係書類 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管

留学支援共同利用センター 申請 平成３０年度ショートステイサマープログラム 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成３０年度ショートステイウィンタープログラム 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 平成３０年度日本語パートナーズ派遣事業 関係書類 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管

留学支援共同利用センター 奨学金 平成３０年度トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管

留学支援共同利用センター 記録 平成３０年度留学相談申込書 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 記録 平成３０年度海外渡航に関する届出情報 2018/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度国費給与関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度大学推薦による国費外国人留学生　（研究生） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度大学推薦による国費外国人留学生　（日研生） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度大学推薦による国費外国人留学生　（特別枠・J3） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度大学推薦による国費外国人留学生　（特別枠・PCS） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度大使館推薦による国費外国人留学生 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 移管

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度スーパーグローバル大学創成支援事業国費外国人留学生 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生教育係 身上 平成31/令和元年度私費外国人研究生入試関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 物品管理 平成31年度物品管理通知書供用簿（乙）・原符 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 平成31/令和元年度会計・予算関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生教育係 学生福利厚生 平成27年～平成31/令和元年度見学旅行・スキー教室 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 平成31/令和元年度日本学生支援機構綴 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管

留学生教育係 課外教育 平成31/令和元年度チュータ採用願 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 平成31/令和元年度チューター実績簿 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 会議 平成31/令和元年度留学生委員会関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 移管

留学生教育係 通知 国際日本プログラム関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 平成31/令和元年度国費留学生奨学金延長 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2019年度JASSO海外留学支援制度（派遣） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2019年度奨学金（派遣）会計課提出書類 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2019年度JASSO海外留学支援制度（受入） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2019年度奨学金（受入）会計課提出書類 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 209年度JASSO海外留学支援制度 大学院学位取得型 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 証明書 平成31/令和元年成績証明書 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 平成31/令和元年度ISEP届出関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成31/令和元年度佐藤陽国際奨学財団（受入） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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留学生交流係 奨学金 平成31/令和元年度その他奨学金関係（受入） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成31/令和元年度公益財団法人平和中島財団 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 令和２年度その他奨学金関係（派遣） 2019/10/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2020年度業務スーパージャパンドリーム財団 2019/10/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2020年度佐藤陽国際奨学財団（派遣） 2019/10/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 2020年度派遣留学申請書 2019/10/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成31/令和元年度国際交流会館入居者申請書類 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成31/令和元年度国際交流会館債権関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会議 平成31/令和元年度国際交流会館運営委員会資料 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成31/令和元年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成31/令和元年度民間財団奨学金 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 平成31/令和元年度学習奨励費関係綴 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 事務室 2029/3/31 廃棄

留学生生活係 学生支援 平成31/令和元年度留学生住宅総合補償関係綴 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 平成31/令和元年度国際交流会館共益費 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成31/令和元年度ショートビジットプログラム申請書類 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成31/令和元年度Joint Education Program 申請書類 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 平成31/令和元年度JASSO海外留学支援制度（協定派遣）関係書類 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管

留学支援共同利用センター 申請 平成31/令和元年度ショートステイサマープログラム 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 平成31/令和元年度ショートステイウィンタープログラム 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2019/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 平成31/令和元年度日本語パートナーズ派遣事業 関係書類 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管

留学支援共同利用センター 奨学金 平成31/令和元年度トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管

留学支援共同利用センター 記録 平成31/令和元年度留学相談申込書 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 記録 平成31/令和元年度海外渡航に関する届出情報 2019/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 令和2年度JASSO海外留学支援制度（受入） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 2020年度奨学金（受入）会計課提出書類 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 証明書 2020年度短期交換留学生証明書関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 証明書 2020年度成績証明書 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生交流係 申請 2020年度ISEP届出関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 申請 2020年度ショートビジットプログラム申請書類 2020/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 奨学金 2020年度JASSO海外留学支援制度（協定派遣）関係書類 2020/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管

留学支援共同利用センター 奨学金 2020年度トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム 2020/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 移管

留学支援共同利用センター 記録 2020年度留学相談申込書 2020/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学支援共同利用センター 記録 2020年度海外渡航に関する届出情報 2020/4/1留学生課(留学支援共同利用センター）留学生課(留学支援共同利用センター） 紙 2021/4/1 5年 事務室 2026/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 令和2年度国際交流会館入居者申請書類 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 令和2年度国際交流会館債権関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 会議 令和2年度国際交流会館運営委員会資料 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 令和2年度日本国際教育支援協会冠留学生奨学金綴 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 令和2年度民間財団奨学金 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

留学生生活係 奨学金 令和2年度学習奨励費関係綴 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

留学生生活係 学生支援 令和2年度留学生住宅総合補償関係綴 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生生活係 会館 令和2年度国際交流会館共益費 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 2020(R02)年度大学推薦による国費外国人留学生　（研究生） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

留学生教育係 通知 2020(R02)年度大学推薦による国費外国人留学生　（日研生） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

留学生教育係 通知 2020(R02)年度大学推薦による国費外国人留学生　（特別枠・J3） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

留学生教育係 通知 2020(R02)年度大学推薦による国費外国人留学生　（特別枠・PCS） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

留学生教育係 通知 2020(R02)年度大使館推薦による国費外国人留学生 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 移管

留学生教育係 通知 2020(R02)年度国費外国人留学生SGU（4月開始）（10月開始） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

留学生教育係 通知 2020(R02)年度国費留学生奨学金延長 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

留学生教育係 諸証明 2020(R02)年度証明書（番号あり） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 諸証明 2020(R02)年度証明書（番号なし） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 身上 2020(R02)年度(2021年入学）私費外国人研究生入試関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 物品管理 2020（令和２）年度物品管理通知書供用簿（乙）・原符（前年度と同ファイル） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 予算配分 2020(R02)年度会計課提出書類 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 事務室 2030/3/31 廃棄

留学生教育係 出張 2020(R02)年度旅行命令・依頼簿（前年度と同ファイル） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 2020(R02)年度日本学生支援機構綴 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管

留学生教育係 課外教育 2020(R02)年度チュータ採用願 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 課外教育 2020(R02)年度チューター実績簿 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 廃棄

留学生教育係 会議 2020(R02)年度国際MO留学部会 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 事務室 2025/3/31 移管

留学生教育係 勤務時間管理 2020(R02)年度休暇簿 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 勤務時間管理 2020(R02)年度人事労務・勤務時間管理関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生教育係 勤務時間管理 2020(R02)年度出勤簿 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成27年度佐藤陽国際奨学財団（受入） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 5年 事務室 2024/3/31 廃棄

留学生交流係 奨学金 平成27年度公益財団法人平和中島財団 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 5年 事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 海外渡航 平成29年度海外渡航申請綴 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 海外渡航 平成30年度海外渡航申請綴 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 課外教育 平成29年度課外教育関係綴り 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 課外教育 2019年度課外教育関係綴り 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 学外委嘱 平成29年度学外委嘱関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学外委嘱 平成30年度学外委嘱関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学外委嘱 令和元年度学外委嘱関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学外委嘱 令和2年度学外委嘱関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学外委嘱 令和3年度学外委嘱関係 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 5年 留日センター事務室 2027/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 平成29年度学部留学生の健康診断綴り 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 平成30年度学部留学生の健康診断綴り 2018/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2019年度学部留学生の健康診断綴り 2019/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2020年度学部留学生の健康診断綴り 2020/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2021年度学部留学生の健康診断綴り 2021/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2022/4/1 5年 留日センター事務室 2027/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2019年度学生割引証明書交付願綴り 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2020年度学生割引証明書交付願綴り 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2021年度学生割引証明書交付願綴り 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2019年度夏休み中の一時帰国及び海外旅行関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学生福利厚生 2021年度一時帰国及び海外旅行関係 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和45年度学籍簿（学部留学生） 1970/4/1 留学生課 留学生課 紙 1971/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和46年度学籍簿（学部留学生） 1971/4/1 留学生課 留学生課 紙 1972/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和47年度学籍簿（学部留学生） 1972/4/1 留学生課 留学生課 紙 1973/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和48年度学籍簿（学部留学生） 1973/4/1 留学生課 留学生課 紙 1974/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和49年度学籍簿（学部留学生） 1974/4/1 留学生課 留学生課 紙 1975/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和50年度学籍簿（学部留学生） 1975/4/1 留学生課 留学生課 紙 1976/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和51年度学籍簿（学部留学生） 1976/4/1 留学生課 留学生課 紙 1977/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和52年度学籍簿（学部留学生） 1977/4/1 留学生課 留学生課 紙 1978/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和53年度学籍簿（学部留学生） 1978/4/1 留学生課 留学生課 紙 1979/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和54年度学籍簿（学部留学生） 1979/4/1 留学生課 留学生課 紙 1980/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和55年度学籍簿（学部留学生） 1980/4/1 留学生課 留学生課 紙 1981/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和56年度学籍簿（学部留学生） 1981/4/1 留学生課 留学生課 紙 1982/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和57年度学籍簿（学部留学生） 1982/4/1 留学生課 留学生課 紙 1983/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和58年度学籍簿（学部留学生） 1983/4/1 留学生課 留学生課 紙 1984/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和59年度学籍簿（学部留学生） 1984/4/1 留学生課 留学生課 紙 1985/4/1 永久 留日センター事務室 永久
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留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和60年度学籍簿（学部留学生） 1985/4/1 留学生課 留学生課 紙 1986/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和61年度学籍簿（学部留学生） 1986/4/1 留学生課 留学生課 紙 1987/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和62年度学籍簿（学部留学生） 1987/4/1 留学生課 留学生課 紙 1988/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和63年度学籍簿（学部留学生） 1988/4/1 留学生課 留学生課 紙 1989/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成元年度学籍簿（学部留学生） 1989/4/1 留学生課 留学生課 紙 1990/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成2年度学籍簿（学部留学生） 1990/4/1 留学生課 留学生課 紙 1991/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成3年度学籍簿（学部留学生） 1991/4/1 留学生課 留学生課 紙 1992/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成4年度学籍簿（学部留学生） 1992/4/1 留学生課 留学生課 紙 1993/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成5年度学籍簿（学部留学生） 1993/4/1 留学生課 留学生課 紙 1994/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成6年度学籍簿（学部留学生） 1994/4/1 留学生課 留学生課 紙 1995/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成7年度学籍簿（学部留学生） 1995/4/1 留学生課 留学生課 紙 1996/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成8年度学籍簿（学部留学生） 1996/4/1 留学生課 留学生課 紙 1997/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成9年度学籍簿（学部留学生） 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成10年度学籍簿（学部留学生） 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成11年度学籍簿（学部留学生） 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成12年度学籍簿（学部留学生） 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成13年度学籍簿（学部留学生） 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成14年度学籍簿（学部留学生） 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成15年度学籍簿（学部留学生） 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成16年度学籍簿（学部留学生） 2004/4/1 留学生課 留学生課 紙 2005/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成17年度学籍簿（学部留学生） 2005/4/1 留学生課 留学生課 紙 2006/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成18年度学籍簿（学部留学生） 2006/4/1 留学生課 留学生課 紙 2007/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成19年度学籍簿（学部留学生） 2007/4/1 留学生課 留学生課 紙 2008/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成20年度学籍簿（学部留学生） 2008/4/1 留学生課 留学生課 紙 2009/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成21年度学籍簿（学部留学生） 2009/4/1 留学生課 留学生課 紙 2010/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成22年度学籍簿（学部留学生） 2010/4/1 留学生課 留学生課 紙 2011/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成23年度学籍簿（学部留学生） 2011/4/1 留学生課 留学生課 紙 2012/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成24年度学籍簿（学部留学生） 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成25年度学籍簿（学部留学生） 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成26年度学籍簿（学部留学生） 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成27年度学籍簿（学部留学生） 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成28年度学籍簿（学部留学生） 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成29年度学籍簿（学部留学生） 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成30年度学籍簿（学部留学生） 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 令和元年度学籍簿（学部留学生） 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 令和2年度学籍簿（学部留学生） 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 令和3年度学籍簿（学部留学生） 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和45年度修了証書発行台帳 1970/4/1 留学生課 留学生課 紙 1971/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和46年度修了証書発行台帳 1971/4/1 留学生課 留学生課 紙 1972/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和47年度修了証書発行台帳 1972/4/1 留学生課 留学生課 紙 1973/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和48年度修了証書発行台帳 1973/4/1 留学生課 留学生課 紙 1974/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和49年度修了証書発行台帳 1974/4/1 留学生課 留学生課 紙 1975/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和50年度修了証書発行台帳 1975/4/1 留学生課 留学生課 紙 1976/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和51年度修了証書発行台帳 1976/4/1 留学生課 留学生課 紙 1977/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和52年度修了証書発行台帳 1977/4/1 留学生課 留学生課 紙 1978/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和53年度修了証書発行台帳 1978/4/1 留学生課 留学生課 紙 1979/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和54年度修了証書発行台帳 1979/4/1 留学生課 留学生課 紙 1980/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和55年度修了証書発行台帳 1980/4/1 留学生課 留学生課 紙 1981/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和56年度修了証書発行台帳 1981/4/1 留学生課 留学生課 紙 1982/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和57年度修了証書発行台帳 1982/4/1 留学生課 留学生課 紙 1983/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和58年度修了証書発行台帳 1983/4/1 留学生課 留学生課 紙 1984/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和59年度修了証書発行台帳 1984/4/1 留学生課 留学生課 紙 1985/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和60年度修了証書発行台帳 1985/4/1 留学生課 留学生課 紙 1986/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和61年度修了証書発行台帳 1986/4/1 留学生課 留学生課 紙 1987/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和62年度修了証書発行台帳 1987/4/1 留学生課 留学生課 紙 1988/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和63年度修了証書発行台帳 1988/4/1 留学生課 留学生課 紙 1989/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成元年度修了証書発行台帳 1989/4/1 留学生課 留学生課 紙 1990/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成2年度修了証書発行台帳 1990/4/1 留学生課 留学生課 紙 1991/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成3年度修了証書発行台帳 1991/4/1 留学生課 留学生課 紙 1992/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成4年度修了証書発行台帳 1992/4/1 留学生課 留学生課 紙 1993/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成5年度修了証書発行台帳 1993/4/1 留学生課 留学生課 紙 1994/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成6年度修了証書発行台帳 1994/4/1 留学生課 留学生課 紙 1995/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成7年度修了証書発行台帳 1995/4/1 留学生課 留学生課 紙 1996/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成8年度修了証書発行台帳 1996/4/1 留学生課 留学生課 紙 1997/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成9年度修了証書発行台帳 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成10年度修了証書発行台帳 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成11年度修了証書発行台帳 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成12年度修了証書発行台帳 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成13年度修了証書発行台帳 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成14年度修了証書発行台帳 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成15年度修了証書発行台帳 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成16年度修了証書発行台帳 2004/4/1 留学生課 留学生課 紙 2005/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成17年度修了証書発行台帳 2005/4/1 留学生課 留学生課 紙 2006/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成18年度修了証書発行台帳 2006/4/1 留学生課 留学生課 紙 2007/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成19年度修了証書発行台帳 2007/4/1 留学生課 留学生課 紙 2008/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成20年度修了証書発行台帳 2008/4/1 留学生課 留学生課 紙 2009/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成21年度修了証書発行台帳 2009/4/1 留学生課 留学生課 紙 2010/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成22年度修了証書発行台帳 2010/4/1 留学生課 留学生課 紙 2011/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成23年度修了証書発行台帳 2011/4/1 留学生課 留学生課 紙 2012/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成24年度修了証書発行台帳 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成25年度修了証書発行台帳 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成26年度修了証書発行台帳 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成27年度修了証書発行台帳 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成28年度修了証書発行台帳 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成29年度修了証書発行台帳 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成30年度修了証書発行台帳 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 2019年度修了証書発行台帳 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 2020年度修了証書発行台帳 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 2021年度修了証書発行台帳 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和49年度学生証発行綴り 1974/4/1 留学生課 留学生課 紙 1975/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和50年度学生証発行綴り 1975/4/1 留学生課 留学生課 紙 1976/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和51年度学生証発行綴り 1976/4/1 留学生課 留学生課 紙 1977/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和52年度学生証発行綴り 1977/4/1 留学生課 留学生課 紙 1978/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和53年度学生証発行綴り 1978/4/1 留学生課 留学生課 紙 1979/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和54年度学生証発行綴り 1979/4/1 留学生課 留学生課 紙 1980/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和55年度学生証発行綴り 1980/4/1 留学生課 留学生課 紙 1981/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和56年度学生証発行綴り 1981/4/1 留学生課 留学生課 紙 1982/4/1 永久 留日センター事務室 永久

法人文書ファイル管理簿

68



大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和57年度学生証発行綴り 1982/4/1 留学生課 留学生課 紙 1983/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和58年度学生証発行綴り 1983/4/1 留学生課 留学生課 紙 1984/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和59年度学生証発行綴り 1984/4/1 留学生課 留学生課 紙 1985/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和60年度学生証発行綴り 1985/4/1 留学生課 留学生課 紙 1986/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和61年度学生証発行綴り 1986/4/1 留学生課 留学生課 紙 1987/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和62年度学生証発行綴り 1987/4/1 留学生課 留学生課 紙 1988/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 昭和63年度学生証発行綴り 1988/4/1 留学生課 留学生課 紙 1989/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成元年度学生証発行綴り 1989/4/1 留学生課 留学生課 紙 1990/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成2年度学生証発行綴り 1990/4/1 留学生課 留学生課 紙 1991/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成3年度学生証発行綴り 1991/4/1 留学生課 留学生課 紙 1992/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成4年度学生証発行綴り 1992/4/1 留学生課 留学生課 紙 1993/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成5年度学生証発行綴り 1993/4/1 留学生課 留学生課 紙 1994/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成6年度学生証発行綴り 1994/4/1 留学生課 留学生課 紙 1995/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成7年度学生証発行綴り 1995/4/1 留学生課 留学生課 紙 1996/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成8年度学生証発行綴り 1996/4/1 留学生課 留学生課 紙 1997/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成9年度学生証発行綴り 1997/4/1 留学生課 留学生課 紙 1998/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成10年度学生証発行綴り 1998/4/1 留学生課 留学生課 紙 1999/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成11年度学生証発行綴り 1999/4/1 留学生課 留学生課 紙 2000/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成12年度学生証発行綴り 2000/4/1 留学生課 留学生課 紙 2001/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成13年度学生証発行綴り 2001/4/1 留学生課 留学生課 紙 2002/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成14年度学生証発行綴り 2002/4/1 留学生課 留学生課 紙 2003/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成15年度学生証発行綴り 2003/4/1 留学生課 留学生課 紙 2004/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成16年度学生証発行綴り 2004/4/1 留学生課 留学生課 紙 2005/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成17年度学生証発行綴り 2005/4/1 留学生課 留学生課 紙 2006/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成18年度学生証発行綴り 2006/4/1 留学生課 留学生課 紙 2006/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成19年度学生証発行綴り 2007/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2008/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成20年度学生証発行綴り 2008/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2009/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成21年度学生証発行綴り 2009/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2010/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成22年度学生証発行綴り 2010/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2011/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成23年度学生証発行綴り 2011/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2012/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成24年度学生証発行綴り 2012/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2013/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成25年度学生証発行綴り 2013/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2014/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成26年度学生証発行綴り 2014/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2015/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成27年度学生証発行綴り 2015/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2016/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成28年度学生証発行綴り 2016/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2017/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成29年度学生証発行綴り 2017/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2018/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 平成30年度学生証発行綴り 2018/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2019/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 2019年度学生証発行綴り 2019/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2020/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 2020年度学生証発行綴り 2020/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2021/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 学籍・記録 2021年度学生証発行綴り 2021/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2022/4/1 永久 留日センター事務室 永久

留学生日本語教育センター係 会議 平成24年度留学生日本語教育センター教授会 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 平成25年度留学生日本語教育センター教授会 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 留日センター事務室 2024/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 平成26年度留学生日本語教育センター教授会 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 平成27年度留学生日本語教育センター教授会 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 留日センター事務室 2026/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 平成28年度留学生日本語教育センター教授会 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 留日センター事務室 2027/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 平成29年度留学生日本語教育センター教授会 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 留日センター事務室 2028/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 平成30年度留学生日本語教育センター教授会 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 留日センター事務室 2029/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 令和元年度留学生日本語教育センター運営会議委員会 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 留日センター事務室 2030/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 令和2年度留学生日本語教育センター運営委員会 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 10年 留日センター事務室 2031/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 令和3年度留学生日本語教育センター運営委員会 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 10年 留日センター事務室 2032/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 令和元年度留学生日本語教育センター予備教育等教育会議 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 留日センター事務室 2030/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 令和2年度留学生日本語教育センター予備教育等教育会議 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 10年 留日センター事務室 2031/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 会議 令和3年度留学生日本語教育センター予備教育等教育会議 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 10年 留日センター事務室 2032/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 行事 平成29年度入学式・修了式関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 行事 平成30年度入学式・修了式関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 行事 2019年度入学式・修了式関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和元年休暇簿 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和2年休暇簿 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和3年休暇簿 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和元年勤務時間報告書 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和2年勤務時間報告書 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和3年勤務時間報告書 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和元年出勤簿 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和2年出勤簿 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 勤務時間管理 令和3年出勤簿 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成24年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成25年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2013/4/1 留学生課 留学生課 紙 2014/4/1 10年 留日センター事務室 2024/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成26年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成27年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2015/4/1 留学生課 留学生課 紙 2016/4/1 10年 留日センター事務室 2026/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成28年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 留日センター事務室 2027/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成29年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 10年 留日センター事務室 2028/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 平成30年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 10年 留日センター事務室 2029/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 2019年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 10年 留日センター事務室 2029/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 2020年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 10年 留日センター事務室 2030/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 奨学金 2021年度日本政府(文部省)奨学金留学生申請書一式 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 10年 留日センター事務室 2031/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 証明書 2019年度在学、成績証明交付願綴り 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 証明書 2020年度在学、成績証明交付願綴り 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 証明書 2021年度在学、成績証明交付願綴り 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 進学 2019年度進学関係綴り 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 進学 2020年度進学関係綴り 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 進学 2021年度進学関係綴り 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 選挙 平成24年度留学生日本語教育センター長選挙関係 2012/4/1 留学生課 留学生課 紙 2013/4/1 10年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 選挙 平成26年度留学生日本語教育センター長選挙関係 2014/4/1 留学生課 留学生課 紙 2015/4/1 10年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 選挙 平成28年度留学生日本語教育センター長選挙関係 2016/4/1 留学生課 留学生課 紙 2017/4/1 10年 留日センター事務室 2027/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 平成29年度長春派遣関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 平成30年度長春派遣関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 平成31年度長春派遣関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 2020年度長春派遣関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 2021年度長春派遣関係 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 5年 留日センター事務室 2027/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 平成29年度マレイシア政府派遣試験問題関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 平成30年度マレイシア政府派遣試験問題関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 2019年度マレイシア政府派遣試験問題関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 特別事業 2020年度マレイシア政府派遣試験問題関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 移管

留学生日本語教育センター係 非常勤職員 平成29年度非常勤職員雇用関係 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 非常勤職員 平成30年度非常勤職員雇用関係 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 非常勤職員 令和元年度非常勤職員雇用関係 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 非常勤職員 令和2年度非常勤職員雇用関係 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

留学生日本語教育センター係 非常勤職員 令和3年度非常勤職員雇用関係 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 5年 留日センター事務室 2027/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 進学 平成29年度学部進学留学生 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 進学 平成30年度学部進学留学生 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 進学 2019年度学部進学留学生 2019/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 進学 2020年度学部進学留学生 2020/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 進学 2021年度学部進学留学生 2021/4/1 留学生課 留学生課 電子媒体 2022/4/1 5年 留日センター事務室 2027/3/31 削除 共有サーバー内

留学生日本語教育センター係 出張 令和元年度旅行命令・依頼簿 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 3年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 出張 令和2年度旅行命令・依頼簿 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 3年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 出張 令和3年度旅行命令・依頼簿 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 3年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 口座関係 平成29年度学生預り金 2017/4/1 留学生課 留学生課 紙 2018/4/1 5年 留日センター事務室 2023/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 口座関係 平成30年度学生預り金 2018/4/1 留学生課 留学生課 紙 2019/4/1 5年 留日センター事務室 2024/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 口座関係 2019年度学生預り金 2019/4/1 留学生課 留学生課 紙 2020/4/1 5年 留日センター事務室 2025/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 口座関係 2020年度学生預り金 2020/4/1 留学生課 留学生課 紙 2021/4/1 5年 留日センター事務室 2026/3/31 廃棄

留学生日本語教育センター係 口座関係 2021年度学生預り金 2021/4/1 留学生課 留学生課 紙 2022/4/1 5年 留日センター事務室 2027/3/31 廃棄

研究院事務室 会議 外国語学部教授会(平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教授会(平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教務委員会(平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教授会(平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教務委員会(平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教授会(平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教務委員会(平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教授会(平成28年度) 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務室 会議 外国語学部教務委員会(平成28年度) 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 外国語学部教授会(平成29年度) 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 外国語学部教務委員会(平成29年度) 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 外国語学部教授会(平成30年度) 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 外国語学部教務委員会(平成30年度) 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 外国語学部教授会(令和元年度) 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 外国語学部教務委員会(令和元年度) 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部教授会(平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部教授会(平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部教授会(平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部教授会(平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部教授会(平成28年度) 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部教授会(平成29年度) 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部教授会(平成30年度) 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部教授会(令和元年度) 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部教授会(令和2年度) 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部教授会(令和3年度) 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部協議会(平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部協議会(平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部協議会(平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部協議会(平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 言語文化学部協議会(平成28年度) 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部協議会(平成29年度) 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部協議会(平成30年度) 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部協議会(令和元年度) 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部協議会(令和2年度) 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 言語文化学部協議会(令和3年度) 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部教授会(平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部教授会(平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部教授会(平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部教授会(平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部教授会(平成28年度) 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部教授会(平成29年度) 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部教授会(平成30年度) 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部教授会(令和元年度) 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部教授会(令和2年度) 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部教授会(令和3年度) 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部協議会(平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部協議会(平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部協議会(平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部協議会(平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際社会学部協議会(平成28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部協議会(平成29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部協議会(平成30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部協議会(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部協議会(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 国際社会学部協議会(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科教授会（平成 30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科教授会（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科教授会（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科教授会（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科協議会（平成 30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科協議会（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科協議会（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究科協議会（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院教授会（平成 30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院教授会（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管
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研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院教授会（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院教授会（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院協議会（平成 30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院協議会（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院協議会（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 大学院総合国際学研究院協議会（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 世界教養プログラム運営室（平成 27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 世界教養プログラム運営室（平成 28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界教養プログラム運営室（平成 29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界教養プログラム運営室（平成 30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界教養プログラム運営室（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界教養プログラム運営室（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界教養プログラム運営室（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（平成 25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務室 2024/3/31 移管

研究院事務室 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（平成 26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務室 2025/3/31 移管

研究院事務室 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（平成 27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務室 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（平成 28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（平成 29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（平成30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（令和２年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 電子媒体 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管 共有サーバー内

研究院事務課 会議 世界言語社会教育センター運営委員会（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 電子媒体 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管 共有サーバー内

研究院事務室 公募 教員公募書類（平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務室 公募 教員公募書類（平成28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 公募 教員公募書類（平成29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 廃棄

研究院事務課 公募 教員公募書類（平成30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 廃棄

研究院事務課 公募 教員公募書類（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 廃棄

研究院事務課 公募 教員公募書類（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 廃棄

研究院事務課 公募 教員公募書類（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 廃棄

研究院事務課 兼業 兼業関係書類（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 兼業 兼業関係書類（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 兼業 兼業関係書類（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 論集（平成29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 論集（平成30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 論集（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 論集（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 論集（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成20年度） 2008/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2009/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務室 2024/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成21年度） 2009/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2010/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務室 2025/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成22年度） 2010/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2011/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務室 2026/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成23年度） 2011/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2012/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成24年度） 2012/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2013/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成25年度） 2013/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2014/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成26年度） 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成27年度） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務室 職員研修 特別研修（平成28年度） 2016/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 職員研修 特別研修（平成29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 廃棄

研究院事務課 職員研修 特別研修（平成30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 廃棄

研究院事務課 職員研修 特別研修（令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 廃棄

研究院事務課 職員研修 特別研修（令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 廃棄

研究院事務課 職員研修 特別研修（令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 非常勤職員等勤務時間関係(平成29年度） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 非常勤職員等勤務時間関係(平成30年度） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 非常勤職員等勤務時間関係(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 非常勤職員等勤務時間関係(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 非常勤職員等勤務時間関係(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 平成30年出勤簿（教員） 2018/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 2019年出勤簿（教員） 2019/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 令和2年出勤簿（教員） 2020/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 令和3年出勤簿（教員） 2021/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 2019年休暇簿（教員） 2019/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/1/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 2020年休暇簿（教員） 2020/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/1/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 2021年休暇簿（教員） 2021/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/1/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/12/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 平成30年度勤務状況報告書 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 令和元年度勤務状況報告書 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 令和2年度勤務状況報告書 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 勤務時間管理 令和3年度勤務状況報告書 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 平成29年度特別研究員関係 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 平成30年度特別研究員関係 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 令和元年度特別研究員関係 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 令和2年度特別研究員関係 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 令和3年度特別研究員関係 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 令和元年度物品・役務請求書 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 令和2年度物品・役務請求書 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 令和3年度物品・役務請求書 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 渡航関係 旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 渡航関係 旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 渡航関係 旅行（命令・依頼）申請書・報告書 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務室 会議 平成26年度　大学院国際日本学研究院設置準備委員会 2014/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管 共有サーバー内

研究院事務室 会議 平成27年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成27年4月～平成27年10月） 2015/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成27年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成27年11月～平成28年3月） 2015/4/1 総務企画課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成28年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成28年4月～平成28年10月） 2016/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成28年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成28年11月～平成29年3月） 2016/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成29年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成29年4月～平成29年10月） 2017/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成29年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成29年11月～平成30年3月） 2017/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成30年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成30年4月～平成30年9月） 2018/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成30年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成30年10月～平成31年1月） 2018/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務室 会議 平成30年度　大学院国際日本学研究院　会議資料（平成31年2月～平成31年3月） 2018/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　教授会　(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　教授会　(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　教授会　(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

法人文書ファイル管理簿
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研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　協議会　(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　協議会　(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　協議会　(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　人事委員会　(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　人事委員会　(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務室 会議 大学院国際日本学研究院　人事委員会　(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際日本学部　教授会　(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際日本学部　教授会　(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際日本学部　教授会　(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際日本学部　協議会　(令和元年度） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際日本学部　協議会　(令和2年度） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務室 会議 国際日本学部　協議会　(令和3年度） 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務課 調査・報告 平成29年度国際日本学研究院調査もの、その他通知 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 調査・報告 平成30年度国際日本学研究院調査もの、その他通知 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成29年度国際日本学研究院人事関係 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度国際日本学研究院人事関係 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年度(令和元年度）国際日本学研究院人事関係 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度国際日本学研究院人事関係 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度国際日本学研究院人事関係 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成29年度国際日本学研究院特別研究員関係綴 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度国際日本学研究院特別研究員関係綴 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度国際日本学研究院特別研究員関係綴 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度国際日本学研究院特別研究員関係綴 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2021年度国際日本学研究院特別研究員関係綴 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和元年度兼業関係綴 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度兼業関係綴 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度兼業関係綴 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務室 勤務時間管理 平成30年度　勤務状況報告書（教員） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 2019年度国連スタディツアー 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 2020年度国連スタディツアー 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 その他 2021年度国連スタディツアー 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 電子媒体 2022/4/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄 共有サーバー内

研究院事務課 人事関係 平成29年度非常勤講師関係 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度非常勤講師関係 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年度非常勤講師関係 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度非常勤講師関係 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度非常勤講師関係 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成29年度RA雇用内容 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度RA雇用内容 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年度RA雇用内容 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度RA雇用関係 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度RA雇用関係 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成29年度ティーチングアシスタント 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度ティーチングアシスタント 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度ティーチングアシスタント 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度ティーチングアシスタント 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2021年度ティーチングアシスタント 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成29年度非常勤職員等振替・時間外申請 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度非常勤職員等振替・時間外申請 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度非常勤職員等振替・時間外申請 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度非常勤職員等振替・時間外申請 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2021年度非常勤職員等振替・時間外申請 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成29年度大学院生研究室（事務補佐員） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度大学院生研究室（事務補佐員） 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年度大学院生研究室（事務補佐員） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度大学院生研究室（事務補佐員） 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度　事務補佐員（研究院事務課）採用 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年度　事務補佐員（研究院事務課）採用 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度　事務補佐員（研究院事務課）採用 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度　非常勤職員（研究院事務課）採用 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和元年度特定有期雇用職員申請 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度特定有期雇用職員申請 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度勤務時間報告関連 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度勤務時間報告関連 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度勤務時間報告関連 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2021年度勤務時間報告関連 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年　始業・就業時刻記録簿 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年　始業・就業時刻記録簿 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年　始業・就業時刻記録簿 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 電子媒体 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄 共有サーバー内
研究院事務課 人事関係 令和3年度　始業・就業時刻記録簿 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 電子媒体 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄 共有サーバー内

研究院事務課 人事関係 令和2年　休暇簿（職員） 2020/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/1/1 3年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/12/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年　出勤簿（職員） 2018/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/12/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成31年　出勤簿（職員） 2019/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/12/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年　出勤簿（職員） 2020/1/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/12/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 平成29年度会計関係 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 平成30年度会計関係 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 平成31年度会計関係 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 令和2年度会計関係 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 会計関係 令和3年度会計関係 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 委員会 平成26年度人事委委員会　大学院・学部連絡会議 2014/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2015/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 移管

研究院事務課 委員会 平成27年度人事委委員会　大学院・学部連絡会議 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 移管

研究院事務課 委員会 平成29年度人事委委員会　大学院・学部連絡会議 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

研究院事務課 委員会 平成30年度人事委委員会　大学院・学部連絡会議 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 移管

研究院事務課 委員会 平成31年度人事委委員会　大学院・学部連絡会議 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 移管

研究院事務課 委員会 令和2年度人事委員会 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 移管

研究院事務課 委員会 令和3年度人事委員会 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 移管

研究院事務課 人事関係 平成30年度テニュア審査 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和元年度テニュア審査 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2030/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度テニュア審査 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度テニュア審査 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 部局長適任者の推薦・専任（平成27年4月～） 2015/4/1 教務課 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 部局長適任者の推薦・専任（平成29年4月～） 2017/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2018/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2029/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 部局長適任者の推薦・専任（平成31年4月～） 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和2年度教員昇任人事関係 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2031/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 令和3年度教員昇任人事関係 2021/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2022/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2032/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度TA出勤簿 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度RA出勤簿 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 平成30年度非常勤職員出勤簿 2018/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2019/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2024/3/31 廃棄

法人文書ファイル管理簿
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大分類 中分類 法人文書ファイル名 作成年度 作成文書管理者 現状の文書管理者 ファイル形態 保存期間起算日 保存期間 保存場所 保存期間満了日 満了後の措置 備考

研究院事務課 人事関係 国際日本学研究院教員出勤簿 2018/1/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2019/1/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2023/12/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度TA出勤簿 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度RA出勤簿 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2019年度非常勤職員出勤簿 2019/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2020/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2025/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度TA出勤簿 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度RA出勤簿 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 人事関係 2020年度非常勤職員出勤簿 2020/4/1 研究院事務課 研究院事務課 紙 2021/4/1 5年 研究講義棟3階研究院事務課 2026/3/31 廃棄

研究院事務課 会議 平成27年度　アーカイブWG 2015/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2016/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2027/3/31 移管

研究院事務課 会議 平成28年度　アーカイブWG 2016/4/1 国際化拠点室 研究院事務課 紙 2017/4/1 10年 研究講義棟3階研究院事務課 2028/3/31 移管

管理一般 庶務 法人文書ファイル管理簿（内部監査室） 2017/6/1 内部監査室長 監査室事務室長 電子媒体 2021/4/1 30年 共有ファイル 2048/3/31 廃棄 共有サーバー内

管理一般 庶務 法人文書ファイル管理簿（監査室） 2021/4/1 監査室事務室長 監査室事務室長 電子媒体 未定 30年 共有ファイル 未定 廃棄 共有サーバー内

管理一般 庶務 内部監査室標準文書保存期間基準（保存期間表） 2020/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 電子媒体 2021/4/1 10年 共有ファイル 2031/3/31 廃棄 共有サーバー内

管理一般 庶務 監査室標準文書保存期間基準（保存期間表） 2021/4/1 監査室事務室長 監査室事務室長 電子媒体 未定 10年 共有ファイル 未定 廃棄 共有サーバー内

管理一般 庶務 各種照会・通知・回答文書（平成29年度） 2017/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2018/4/1 5年 キャビネット 2023/3/31 廃棄

管理一般 庶務 各種照会・通知・回答文書（平成30年度） 2018/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2019/4/1 5年 キャビネット 2024/3/31 廃棄

管理一般 庶務 各種照会・通知・回答文書（平成31・令和元年度） 2019/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2020/4/1 5年 キャビネット 2025/3/31 廃棄

管理一般 庶務 各種照会・通知・回答文書（令和2年度） 2020/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2021/4/1 5年 キャビネット 2026/3/31 廃棄

管理一般 庶務 各種照会・通知・回答文書（令和3年度） 2021/4/1 監査室事務室長 監査室事務室長 紙 2022/4/1 5年 キャビネット 2027/3/31 廃棄

管理一般 庶務 平成29年度国立大学法人等監事協議会東京支部会資料 2017/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2018/4/1 5年 キャビネット 2023/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 謝金事務実施資料（平成29年度） 2017/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2018/4/1 10年 キャビネット 2028/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 寄附金受入事務実施資料（平成29年度） 2017/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2018/4/1 10年 キャビネット 2028/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 平成29年度内部監査室（会計監査部門）決裁文書 2017/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2018/4/1 10年 キャビネット 2028/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 平成30年度内部監査室（会計監査）決裁文書 2018/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2019/4/1 10年 キャビネット 2029/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 令和元年度内部監査室（会計監査・科研費）決裁文書 2019/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2020/4/1 10年 キャビネット 2030/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 令和元年度内部監査室（会計監査・科研費以外）決裁文書 2019/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2020/4/1 10年 キャビネット 2030/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 令和2年度内部監査室（会計監査）決裁文書 2020/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2021/4/1 10年 キャビネット 2031/3/31 廃棄

内部監査 会計監査 令和3年度内部監査室（会計監査）決裁文書 2021/4/1 監査室事務室長 監査室事務室長 紙 2022/4/1 10年 キャビネット 2032/3/31 廃棄

内部監査 業務監査 平成29年度内部監査室（業務監査部門）決裁文書 2017/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2018/4/1 10年 キャビネット 2028/3/31 廃棄

内部監査 業務監査 平成30年度内部監査室（業務監査）決裁文書 2018/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2019/4/1 10年 キャビネット 2029/3/31 廃棄

内部監査 業務監査 令和元年度内部監査（業務監査）決裁文書 2019/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2020/4/1 10年 キャビネット 2030/3/31 廃棄

内部監査 業務監査 令和2年度内部監査室（業務監査）決裁文書 2020/4/1 内部監査室長 監査室事務室長 紙 2021/4/1 10年 キャビネット 2031/3/31 廃棄

内部監査 業務監査 令和3年度内部監査室（業務監査）決裁文書 2021/4/1 監査室事務室長 監査室事務室長 紙 2022/4/1 10年 キャビネット 2032/3/31 廃棄
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