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財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成元年度） 物品調達担当 1989年度 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成2年度） 物品調達担当 1990年度 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成3年度） 物品調達担当 1991年度 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成4年度） 物品調達担当 1992年度 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成5年度） 物品調達担当 1993年度 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成6年度） 物品調達担当 1994年度 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成7年度） 物品調達担当 1995年度 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成8年度） 物品調達担当 1996年度 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成9年度） 物品調達担当 1997年度 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成10年度） 物品調達担当 1998年度 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 諸規程関係 規程関係ファイル（平成11年度） 物品調達担当 1999年度 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 総務担当 諸規程関係 会計関係規程・要領等　制定・改訂綴（平成12年度以降）平成12年度 総務・決算担当 2000年度 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成12年度～平成15年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 会計関係規程・要領等　制定・改訂綴（平成12年度以降）平成13年度 総務・決算担当 2001年度 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成12年度～平成15年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 会計関係規程・要領等　制定・改訂綴（平成12年度以降）平成14年度 総務・決算担当 2002年度 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成12年度～平成15年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 会計関係規程・要領等　制定・改訂綴（平成12年度以降）平成15年度 総務・決算担当 2003年度 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成12年度～平成15年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 会計関係規程等　制定・改訂等綴（平成16年度以降）平成16年度 総務・決算担当 2004年度 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成16年度～平成17年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 会計関係規程等　制定・改訂等綴（平成16年度以降）平成17年度 総務・決算担当 2005年度 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成16年度～平成17年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成18年度以降）平成18年度 総務・決算担当 2006年度 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成18年度～平成22年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成18年度以降）平成19年度 総務・決算担当 2007年度 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成18年度～平成22年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成18年度以降）平成20年度 総務・決算担当 2008年度 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成18年度～平成22年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成18年度以降）平成21年度 総務・決算担当 2009年度 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成18年度～平成22年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成18年度以降）平成22年度 総務・決算担当 2010年度 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成18年度～平成22年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成23年度以降）平成23年度 総務・決算担当 2011年度 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成23年度～平成26年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成23年度以降）平成24年度 総務・決算担当 2012年度 2013/4/1 30年 2042年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成23年度～平成26年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成23年度以降）平成25年度 総務・決算担当 2013年度 2014/4/1 30年 2043年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成23年度～平成26年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成23年度以降）平成26年度 総務・決算担当 2014年度 2015/4/1 30年 2044年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成23年度～平成26年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成27年度以降）平成27年度 総務・決算担当 2015年度 2016/4/1 30年 2045年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成30年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成27年度以降）平成28年度 総務・決算担当 2016年度 2017/4/1 30年 2046年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成30年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成27年度以降）平成29年度 総務・決算担当 2017年度 2018/4/1 30年 2047年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成30年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（平成27年度以降）平成30年度 総務・決算担当 2018年度 2019/4/1 30年 2048年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成30年度　同一綴りで保存
財務課 総務担当 諸規程関係 財務会計関係規程等　制定・改等訂綴（令和元年度以降）令和元年度 総務・決算担当 2019年度 2020/4/1 30年 2049年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成31年度～令和4年度　同一綴りで保存
財務課 契約担当 物品関係 物品管理ファイル 備品管理台帳（承継資産） 物品調達担当 2004年度 2005/4/1 7年 2011年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成16年度） 物品調達担当 2004年度 2005/4/1 7年 2011年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成17年度） 物品調達担当 2005年度 2006/4/1 7年 2012年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成18年度） 物品調達担当 2006年度 2007/4/1 7年 2013年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成19年度） 物品調達担当 2007年度 2008/4/1 7年 2014年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成20年度） 物品調達担当 2008年度 2009/4/1 7年 2015年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成21年度） 物品調達担当 2009年度 2010/4/1 7年 2016年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成22年度） 物品調達担当 2010年度 2011/4/1 7年 2017年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成23年度） 物品調達担当 2011年度 2012/4/1 7年 2018年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄 保存期間の延長

財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 電子情報 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 電子情報 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 電子情報 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 電子情報 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 電子情報 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 電子情報 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 電子情報 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 備品管理台帳（法人化後）（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 電子情報 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(福大→他機関)ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 無償譲渡物品(他機関→福大)ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 寄附受物品ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
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財務課 契約担当 物品関係 借受物品ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄

財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄

財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 物品関係 返納・不用決定決議書ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 照会・回答・報告関係 文部科学省等定期調査ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 照会・回答・報告関係 文部科学省等定期調査ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 照会・回答・報告関係 文部科学省等定期調査ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 照会・回答・報告関係 文部科学省等定期調査ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 照会・回答・報告関係 文部科学省等定期調査ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 照会・回答・報告関係 文部科学省等定期調査ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 契約担当 契約関係 一般契約関係ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 契約関係 一般契約関係ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 契約関係 一般契約関係ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 契約関係 一般契約関係ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 契約関係 一般契約関係ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 契約関係 一般契約関係ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成24年度） 物品調達担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 決議書ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権関係ファイル 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 債権発生・変更・消滅通知書/収入金調査決定書ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 電子情報 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 電子情報 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 授業料債権管理簿ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 電子情報 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 電子情報 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 寄宿料債権管理簿ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄附金受入通知/奨学寄附金受入報告書ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄附金受入通知/奨学寄附金受入報告書ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄附金受入通知/奨学寄附金受入報告書ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄附金受入通知/奨学寄附金受入報告書ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄附金受入通知/奨学寄附金受入報告書ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄附金受入通知/奨学寄附金受入報告書ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 電子情報 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 電子情報 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 職員宿舎債権管理簿ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 電子情報 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入学料債権管理簿ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 入金伝票ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
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財務課 出納担当 歳入関係 収入関係ファイル 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 奨学寄付金領収書発行控えファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳入関係 現金領収証書受払簿ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 支出関係ファイル ＦＢ送信データファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ送信データファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ送信データファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ送信データファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ送信データファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ送信データファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 ＦＢ領収書ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 出金伝票ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成24年度） 資金管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 振替伝票ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 受託研究等の立替ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 受託研究等の立替ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 受託研究等の立替ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 受託研究等の立替ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 受託研究等の立替ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 受託研究等の立替ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成23年度） 出納班 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成24年度） 出納班 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成25年度） 出納班 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成26年度） 出納班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課出納班 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成27年度） 出納班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成28年度） 出納担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成29年度） 出納担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（平成30年度） 出納担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 出納担当 歳出関係 資金運用ファイル（令和元年度） 出納担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄 場所確保の観点から、ファイルをまとめている。（H23～

財務課 契約担当 核物質関係 国際規制物資ファイル 核燃料物質関係ファイル（平成21年度） 業務管理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成22年度） 業務管理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成23年度） 業務管理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成24年度） 業務管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成25年度） 調達班 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄
財務課 契約担当 核物質関係 核燃料物質関係ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 口座振込申出書（旅費・諸謝金等）ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄 保管場所の観点からファイルをまとめている
財務課 経理担当 歳出関係 口座振込申出書（旅費・諸謝金等）ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄 保管場所の観点からファイルをまとめている
財務課 経理担当 歳出関係 口座振込申出書（旅費・諸謝金等）ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄 保管場所の観点からファイルをまとめている
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財務課 経理担当 歳出関係 口座振込申出書（旅費・諸謝金等）ファイル（平成29年度） 業務管理担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄 保管場所の観点からファイルをまとめている
財務課 経理担当 歳出関係 口座振込申出書（旅費・諸謝金等）ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄 保管場所の観点からファイルをまとめている
財務課 経理担当 歳出関係 口座振込申出書（旅費・諸謝金等）ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄 保管場所の観点からファイルをまとめている
財務課 経理担当 歳出関係 短期留学生推進制度奨学金支払計算書ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 奨学金支払計算書ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 奨学金支払計算書ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 奨学金支払計算書ファイル（平成29年度） 経理担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 奨学金支払計算書ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 奨学金支払計算書ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 特殊教育修学奨励費支払計算書ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 特殊教育修学奨励費支払計算書ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 特殊教育修学奨励費支払計算書ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 特殊教育修学奨励費支払計算書ファイル（平成29年度） 経理担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 特殊教育修学奨励費支払計算書ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 特殊教育修学奨励費支払計算書ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成24年度） 業務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成25年度） 業務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成29年度） 経理担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（旅費）ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成24年度） 業務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成25年度） 業務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成29年度） 経理担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（謝金）ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成24年度） 業務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成25年度） 業務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成29年度） 経理担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（退職手当）ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成24年度） 業務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成25年度） 業務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成26年度） 業務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成27年度） 業務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成28年度） 業務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成29年度） 経理担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成30年度） 経理担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 経理担当 歳出関係 支出決議書（給与）ファイル（平成31年度） 経理係 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 契約担当 歳出関係 その他支出ファイル その他支出関係ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 歳出関係 その他支出関係ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 歳出関係 その他支出関係ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 歳出関係 その他支出関係ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 歳出関係 その他支出関係ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 歳出関係 その他支出関係ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 外部資金関係 科学研究費ファイル 科学研究費補助金支出契約決議書等ファイル（平成26年度） 調達班 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出契約決議書等ファイル（平成27年度） 調達班 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課調達班 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出契約決議書等ファイル（平成28年度） 調達担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出契約決議書等ファイル（平成29年度） 調達担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課調達担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出契約決議書等ファイル（平成30年度） 調達・管理担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課調達・管理担当 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 契約担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出契約決議書等ファイル（令和元年度） 調達係 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課調達係 廃棄 案件毎にファイルを作成している。
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求書ファイル 概算要求関係資料ファイル①、②（平成23年度概算要求） 予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル（平成24年度概算要求） 予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②（平成25年度概算要求） 予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②、③（平成26年度概算要求） 予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②、③（平成27年度概算要求） 予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②、③（平成28年度概算要求） 予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②（平成29年度概算要求） 予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②（平成30年度概算要求） 予算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②（平成31年度概算要求） 予算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算要求関係 概算要求関係資料ファイル①、②(令和2年度概算要求) 予算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 消費税申告書ファイル（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 消費税申告書ファイル（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 消費税申告書ファイル（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 消費税申告書ファイル（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 計算証明関係ファイル（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 計算証明関係ファイル（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 計算証明関係ファイル（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 計算証明関係ファイル（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 計算証明関係ファイル（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成17年度） 財務管理担当 2005年度 2005/4/1 30年 2035年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成18年度） 財務管理担当 2006年度 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成19年度） 財務管理担当 2007年度 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成20年度） 財務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
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財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 30年 2042年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 30年 2043年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 30年 2044年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 30年 2045年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 30年 2046年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 30年 2047年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 30年 2048年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 財務諸表等関係ファイル（年度決算、提出物関係）（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 30年 2049年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 決算担当 決算関係 年度決算、中間決算、振替伝票（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分関係ファイル 予算編成関係資料ファイル（平成28年度予算） 予算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算編成関係資料ファイル（平成29年度予算） 予算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算編成関係資料ファイル（平成30年度予算） 予算担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算編成関係資料ファイル（平成31年度予算） 予算担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算編成関係資料ファイル(令和2年度予算) 予算担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分通知ファイル（平成26年度） 予算担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分通知ファイル（平成27年度） 予算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分通知ファイル（平成28年度） 予算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分通知ファイル（平成29年度） 予算担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分通知ファイル（平成30年度） 予算担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 予算担当 予算配分関係 予算配分通知ファイル(令和元年度予算) 予算担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課予算担当 廃棄
財務課 総務・決算、予算担当 調査・報告関係 本省等からの照会通知等（平成27年度） 総務・決算、予算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当、予算担当 廃棄
財務課 総務・決算、予算担当 調査・報告関係 本省等からの照会通知等（平成28年度） 総務・決算、予算担当 2016年度 2015/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当、予算担当 廃棄
財務課 総務・決算、予算担当 調査・報告関係 本省等からの照会通知等（平成29年度） 総務・決算、予算担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当、予算担当 廃棄
財務課 総務・決算、予算担当 調査・報告関係 本省等からの照会通知等（平成30年度） 総務・決算、予算担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当、予算担当 廃棄
財務課 総務・決算、予算担当 調査・報告関係 本省等からの照会通知等（令和元年度） 総務・決算、予算担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当、予算担当 廃棄
財務課 決算担当 調査・報告関係 公共事業等事業施行状況調（平成26年度以降）平成26年度 決算担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄 平成26年度～平成27年度　同一綴りで保存
財務課 決算担当 調査・報告関係 公共事業等事業施行状況調（平成26年度以降）平成27年度 決算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課決算担当 廃棄 平成26年度～平成27年度　同一綴りで保存
財務課 決算担当 調査・報告関係 「省庁別連結財務書類」作成のための基礎データ等の提出（平成27年度以降）平成27年度 決算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成29年度　同一綴りで保存
財務課 決算担当 調査・報告関係 「省庁別連結財務書類」作成のための基礎データ等の提出（平成27年度以降）平成28年度 決算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成29年度　同一綴りで保存
財務課 決算担当 調査・報告関係 「省庁別連結財務書類」作成のための基礎データ等の提出（平成27年度以降）平成29年度 決算担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成27年度～平成29年度　同一綴りで保存
財務課 決算担当 調査・報告関係 「省庁別連結財務書類」作成のための基礎データ等の提出（平成30年度以降）平成30年度 決算担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成30年度～令和2年度　同一綴りで保存
財務課 決算担当 調査・報告関係 「省庁別連結財務書類」作成のための基礎データ等の提出（平成30年度以降）令和元年度 決算担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄 平成30年度～令和2年度　同一綴りで保存
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