
【附属学校園支援室】

大分類 中分類 小分類

附属小学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割り振りに関する承認願い調書（平成27年度）　 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割り振りに関する承認願い調書（平成28年度）　 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割り振りに関する承認願い調書（平成29年度）　 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割り振りに関する承認願い調書（平成30年度）　 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割り振りに関する承認願い調書（平成31年度）　 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 健康診断関係 健康診断関係ファイル（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 健康診断関係 健康診断関係ファイル（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 健康診断関係 健康診断関係ファイル（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 会議関係 会議録ファイル（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 会議関係 会議録ファイル（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 会議関係 会議録ファイル（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 秘書関係 入学式・卒業式関係ファイル（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 秘書関係 入学式・卒業式関係ファイル（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 秘書関係 入学式・卒業式関係ファイル（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 秘書関係 入学式・卒業式関係ファイル（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 秘書関係 入学式・卒業式関係ファイル（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 学校基本調査（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 学校基本調査（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 学校基本調査（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 学校基本調査（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 学校基本調査（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 事務連絡等一般文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
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附属小学校 事務担当 調査回答関係 事務連絡等一般文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 事務連絡等一般文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 事務連絡等一般文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 調査回答関係 事務連絡等一般文書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・海外研修・私事渡航調書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・海外研修・私事渡航調書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 台帳関係 国有財産台帳ファイル 国有財産台帳（～平成15年度） 事務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 給食作業日誌（平成27年度）　 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 給食作業日誌（平成28年度）　 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 給食作業日誌（平成29年度）　 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 給食作業日誌（平成30年度）　 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 給食作業日誌（平成31年度）　 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 保菌検査結果通知書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 保菌検査結果通知書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 保菌検査結果通知書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 保菌検査結果通知書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 支出関係 保菌検査結果通知書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助受給申請書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助受給申請書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助受給申請書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助受給申請書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助受給申請書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費個人別内訳書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費個人別内訳書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費個人別内訳書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費個人別内訳書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費個人別内訳書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費補助金の口座振込通知書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費補助金の口座振込通知書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費補助金の口座振込通知書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費補助金の口座振込通知書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費補助金の口座振込通知書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童調査書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童調査書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童調査書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童調査書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童調査書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童名簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童名簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童名簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童名簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童名簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童出席簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童出席簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童出席簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童出席簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 児童出席簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 授業時間割（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 授業時間割（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 授業時間割（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 授業時間割（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 授業時間割（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成12年度） 事務担当 2000年度 2001/4/1 20年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成13年度） 事務担当 2001年度 2002/4/1 20年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成14年度） 事務担当 2002年度 2003/4/1 20年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成15年度） 事務担当 2003年度 2004/4/1 20年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成16年度） 事務担当 2004年度 2005/4/1 20年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成17年度） 事務担当 2005年度 2006/4/1 20年 2025年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成18年度） 事務担当 2006年度 2007/4/1 20年 2026年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成19年度） 事務担当 2007年度 2008/4/1 20年 2027年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成20年度） 事務担当 2008年度 2009/4/1 20年 2028年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成21年度） 事務担当 2009年度 2010/4/1 20年 2029年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 20年 2030年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 20年 2031年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 20年 2032年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 20年 2033年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 20年 2034年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 20年 2035年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 20年 2036年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 20年 2037年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 20年 2038年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 指導要録（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 20年 2039年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 教務関係資料（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 教務関係資料（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 教務関係資料（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
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附属小学校 事務担当 教務関係 教務関係資料（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 教務関係資料（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 成績通知書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 成績通知書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 成績通知書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 成績通知書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 教務関係 成績通知書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入試問題（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入試問題（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入試問題（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入試問題（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入試問題（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入試問題（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入学試験要項（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入学試験要項（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入学試験要項（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入学試験要項（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 入試関係 入学試験要項（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 水泳プール循環濾過装置点検作業報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 水泳プール循環濾過装置点検作業報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 水泳プール循環濾過装置点検作業報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄

附属小学校 事務担当 施設関係 水泳プール循環濾過装置点検作業報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄

附属小学校 事務担当 施設関係 水泳プール循環濾過装置点検作業報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 簡易専用水道施設検査結果書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 簡易専用水道施設検査結果書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 簡易専用水道施設検査結果書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 簡易専用水道施設検査結果書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 簡易専用水道施設検査結果書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 電気設備点検報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 電気設備点検報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 電気設備点検報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 電気設備点検報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 電気設備点検報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 ダムウェーター作業報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 ダムウェーター作業報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 ダムウェーター作業報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 ダムウェーター作業報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属小学校 事務担当 施設関係 ダムウェーター作業報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属小学校 附属小学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割振りに関する承認願い（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割振りに関する承認願い（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割振りに関する承認願い（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割振りに関する承認願い（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 教員等の勤務時間の割振りに関する承認願い（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 公印関係 公印管理ファイル 公印作成等ファイル（～平成13年度） 事務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 出張依頼書・礼状（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 出張依頼書・礼状（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 出張依頼書・礼状（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 出張依頼書・礼状（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 出張依頼書・礼状（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 復命書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 復命書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 復命書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
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附属中学校 事務担当 旅行関係 復命書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 旅行関係 復命書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・私事渡航調書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・私事渡航調書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・私事渡航調書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・私事渡航調書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 海外渡航関係 外国出張・私事渡航調書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 文書発遣簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 文書発遣簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 文書発遣簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 文書発遣簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 文書発遣簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 入学式実施通知（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 入学式実施通知（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 入学式実施通知（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 入学式実施通知（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 入学式実施通知（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 卒業式実施通知（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 卒業式実施通知（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 卒業式実施通知（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 卒業式実施通知（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 秘書関係 卒業式実施通知（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 広報関係 学校沿革誌（～平成27年度） 教務主任 2013年度 2014/4/1 無期限 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 未定
附属中学校 事務担当 会議関係 職員会議議事録（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 会議関係 職員会議議事録（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 会議関係 職員会議議事録（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 会議関係 職員会議議事録（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 会議関係 職員会議議事録（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 各教育委員会及び学校等からの照会文書（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 各教育委員会及び学校等からの照会文書（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 各教育委員会及び学校等からの照会文書（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 各教育委員会及び学校等からの照会文書（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 各教育委員会及び学校等からの照会文書（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防署関係綴（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防計画（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
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附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書綴（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 東日本大震災関連（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 台帳関係 不動産台帳ファイル 不動産使用責任者等指名報告書（～平成20年度） 事務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 台帳関係 不動産一時使用関係書類（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 台帳関係 不動産一時使用関係書類（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 台帳関係 不動産一時使用関係書類（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 台帳関係 不動産一時使用関係書類（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 台帳関係 不動産一時使用関係書類（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 外部資金関係 奨学寄付金出納簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 外部資金関係 奨学寄付金出納簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 外部資金関係 奨学寄付金出納簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 外部資金関係 奨学寄付金出納簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 外部資金関係 奨学寄付金出納簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 医療費関係 医療費申請ファイル 日本スポーツ振興センター関係書類（平成16年度～） 事務担当 2013年度 完結後3年 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成25年度） 副校長 2013年度 2014/4/1 7年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成26年度） 副校長 2014年度 2015/4/1 7年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成27年度） 副校長 2015年度 2016/4/1 7年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成28年度） 副校長 2016年度 2017/4/1 7年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成29年度） 副校長 2017年度 2018/4/1 7年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成30年度） 副校長 2018年度 2019/4/1 7年 2025年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 支出関係 預り金報告書（平成31年度） 副校長 2019年度 2020/4/1 7年 2026年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ボイラー関係綴（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ボイラー関係綴（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ボイラー関係綴（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ボイラー関係綴（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 飲料水受水槽等清掃及び簡易専用水道施設検査（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 飲料水受水槽等清掃及び簡易専用水道施設検査（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 飲料水受水槽等清掃及び簡易専用水道施設検査（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 飲料水受水槽等清掃及び簡易専用水道施設検査（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 飲料水受水槽等清掃及び簡易専用水道施設検査（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ばい煙測定関係綴（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ばい煙測定関係綴（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ばい煙測定関係綴（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ばい煙測定関係綴（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 ばい煙測定関係綴（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 自家用電気工作物保安関係書類（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 自家用電気工作物保安関係書類（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 自家用電気工作物保安関係書類（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 自家用電気工作物保安関係書類（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 自家用電気工作物保安関係書類（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 重油タンク点検清掃関係（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 重油タンク点検清掃関係（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 重油タンク点検清掃関係（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 重油タンク点検清掃関係（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 重油タンク点検清掃関係（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 水泳プール用水検査書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 水泳プール用水検査書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 水泳プール用水検査書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 水泳プール用水検査書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 施設関係 水泳プール用水検査書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成27年度） 学校医 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 事務担当 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成28年度） 学校医 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 事務担当 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成29年度） 学校医 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 事務担当 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成30年度） 学校医 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 事務担当 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成31年度） 学校医 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費申請（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費申請（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費申請（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費申請（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 事務担当 就学援助関係 就学援助費申請（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒カード（平成27年度） 各学級担任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒カード（平成28年度） 各学級担任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒カード（平成29年度） 各学級担任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒カード（平成30年度） 各学級担任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
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附属中学校 教務担当 教務関係 生徒カード（平成31年度） 各学級担任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒名簿（平成27年度） 各学級担任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒名簿（平成28年度） 各学級担任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒名簿（平成29年度） 各学級担任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒名簿（平成30年度） 各学級担任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒名簿（平成31年度） 各学級担任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒住所変更届（平成27年度） 各学級担任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒住所変更届（平成28年度） 各学級担任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒住所変更届（平成29年度） 各学級担任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒住所変更届（平成30年度） 各学級担任 2018年度 2018/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 生徒住所変更届（平成31年度） 各学級担任 2019年度 2019/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 出席簿（平成27年度） 各学級担任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学級担任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 出席簿（平成28年度） 各学級担任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学級担任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 出席簿（平成29年度） 各学級担任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学級担任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 出席簿（平成30年度） 各学級担任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学級担任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 出席簿（平成31年度） 各学級担任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学級担任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教科用図書関係（平成27年度） 教科書担当教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教科書担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教科用図書関係（平成28年度） 教科書担当教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教科書担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教科用図書関係（平成29年度） 教科書担当教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教科書担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教科用図書関係（平成30年度） 教科書担当教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教科書担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教科用図書関係（平成31年度） 教科書担当教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教科書担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 授業時間割（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 授業時間割（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 授業時間割（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 授業時間割（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 授業時間割（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 指導関係ファイル 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和56年度） 各学級担任 1981年度 1982/4/1 20年 2001年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和57年度） 各学級担任 1982年度 1983/4/1 20年 2002年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和58年度） 各学級担任 1983年度 1984/4/1 20年 2003年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和59年度） 各学級担任 1984年度 1985/4/1 20年 2004年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和60年度） 各学級担任 1985年度 1986/4/1 20年 2005年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和61年度） 各学級担任 1986年度 1987/4/1 20年 2006年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和62年度） 各学級担任 1987年度 1988/4/1 20年 2007年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（昭和63年度） 各学級担任 1988年度 1989/4/1 20年 2008年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成元年度） 各学級担任 1989年度 1990/4/1 20年 2009年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成2年度） 各学級担任 1990年度 1991/4/1 20年 2010年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成3年度） 各学級担任 1991年度 1992/4/1 20年 2011年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成4年度） 各学級担任 1992年度 1993/4/1 20年 2012年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成5年度） 各学級担任 1993年度 1994/4/1 20年 2013年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成6年度） 各学級担任 1994年度 1995/4/1 20年 2014年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成7年度） 各学級担任 1995年度 1996/4/1 20年 2015年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成8年度） 各学級担任 1996年度 1997/4/1 20年 2016年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成9年度） 各学級担任 1997年度 1998/4/1 20年 2017年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成10年度） 各学級担任 1998年度 1999/4/1 20年 2018年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成11年度） 各学級担任 1999年度 2000/4/1 20年 2019年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄 保存期間の延長
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成12年度） 各学級担任 2000年度 2001/4/1 20年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成13年度） 各学級担任 2001年度 2002/4/1 20年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成14年度） 各学級担任 2002年度 2003/4/1 20年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成15年度） 各学級担任 2003年度 2004/4/1 20年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成16年度） 各学級担任 2004年度 2005/4/1 20年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成17年度） 各学級担任 2005年度 2006/4/1 20年 2025年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成18年度） 各学級担任 2006年度 2007/4/1 20年 2026年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成19年度） 各学級担任 2007年度 2008/4/1 20年 2027年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成20年度） 各学級担任 2008年度 2009/4/1 20年 2028年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成21年度） 各学級担任 2009年度 2010/4/1 20年 2029年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成22年度） 各学級担任 2010年度 2011/4/1 20年 2030年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成23年度） 各学級担任 2011年度 2012/4/1 20年 2031年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成24年度） 各学級担任 2012年度 2013/4/1 20年 2032年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成25年度） 各学級担任 2013年度 2014/4/1 20年 2033年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成26年度） 各学級担任 2014年度 2015/4/1 20年 2034年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成27年度） 各学級担任 2015年度 2016/4/1 20年 2035年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成28年度） 各学級担任 2016年度 2017/4/1 20年 2036年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成29年度） 各学級担任 2017年度 2018/4/1 20年 2037年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成30年度） 各学級担任 2018年度 2019/4/1 20年 2038年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録（平成31年度） 各学級担任 2019年度 2020/4/1 20年 2039年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録以外のもの（平成27年度） 各学級担任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録以外のもの（平成28年度） 各学級担任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録以外のもの（平成29年度） 各学級担任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録以外のもの（平成30年度） 各学級担任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 入学卒業等の学籍に関する記録以外のもの（平成31年度） 各学級担任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教務関係資料（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教務関係資料（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教務関係資料（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教務関係資料（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 教務関係資料（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 成績関係ファイル 卒業証書台帳（～平成28年度） 3学年主任 2013年度 2014/4/1 無期限 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 未定
附属中学校 教務担当 教務関係 成績連絡票原簿（平成27年度） 各学年担当教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学年担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 成績連絡票原簿（平成28年度） 各学年担当教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学年担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 成績連絡票原簿（平成29年度） 各学年担当教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学年担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 成績連絡票原簿（平成30年度） 各学年担当教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学年担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 成績連絡票原簿（平成31年度） 各学年担当教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校各学年担当教諭 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 進路希望状況調査報告（平成27年度） 3学年主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校4学年主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 進路希望状況調査報告（平成28年度） 3学年主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校4学年主任 廃棄
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附属中学校 教務担当 教務関係 進路希望状況調査報告（平成29年度） 3学年主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校4学年主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 進路希望状況調査報告（平成30年度） 3学年主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校4学年主任 廃棄
附属中学校 教務担当 教務関係 進路希望状況調査報告（平成31年度） 3学年主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校4学年主任 廃棄
附属中学校 教務担当 身分証明関係 証明書発行台帳（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 教務担当 身分証明関係 証明書発行台帳（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 教務担当 身分証明関係 証明書発行台帳（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 教務担当 身分証明関係 証明書発行台帳（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 教務担当 身分証明関係 証明書発行台帳（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校事務担当 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 募集要項（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 募集要項（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 募集要項（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 募集要項（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 募集要項（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 過去の入試問題（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 過去の入試問題（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 過去の入試問題（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 過去の入試問題（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 過去の入試問題（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 入試関係 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成31年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 生徒の事故関係（平成27年度） 生徒指導主任教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 生徒の事故関係（平成28年度） 生徒指導主任教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 生徒の事故関係（平成29年度） 生徒指導主任教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 生徒の事故関係（平成30年度） 生徒指導主任教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 生徒の事故関係（平成31年度） 生徒指導主任教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 警察からの調査依頼文書（平成27年度） 生徒指導主任教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 警察からの調査依頼文書（平成28年度） 生徒指導主任教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 警察からの調査依頼文書（平成29年度） 生徒指導主任教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 警察からの調査依頼文書（平成30年度） 生徒指導主任教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 教務担当 生徒問題関係 警察からの調査依頼文書（平成31年度） 生徒指導主任教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校教務主任 廃棄
附属中学校 保健担当 健康診断関係 健康診断関係ファイル（平成29年度） 養護教諭 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 健康診断関係 健康診断関係ファイル（平成30年度） 養護教諭 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 健康診断関係 健康診断関係ファイル（平成31年度） 養護教諭 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 健康診断関係 病気療養報告ファイル（平成29年度） 養護教諭 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 健康診断関係 病気療養報告ファイル（平成30年度） 養護教諭 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 健康診断関係 病気療養報告ファイル（平成31年度） 養護教諭 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 保健関係 生徒の健康診断個人票（平成27年度） 養護教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 保健関係 生徒の健康診断個人票（平成28年度） 養護教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 保健関係 生徒の健康診断個人票（平成29年度） 養護教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 保健関係 生徒の健康診断個人票（平成30年度） 養護教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属中学校 保健担当 保健関係 生徒の健康診断個人票（平成31年度） 養護教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属中学校 附属中学校養護教諭 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 勤務時間割振に関する承認願（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 勤務時間割振に関する承認願（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 勤務時間割振に関する承認願（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 勤務時間割振に関する承認願（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 勤務時間割振に関する承認願（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 　 超過勤務等命令簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 　 超過勤務等命令簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 勤務関係 　 超過勤務等命令簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 復命書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 復命書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 復命書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
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附属幼稚園 事務担当 旅行関係 復命書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 旅行関係 復命書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 回答文書綴（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 6年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 回答文書綴（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 6年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 回答文書綴（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 回答文書綴（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 回答文書綴（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 公開研究会綴（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 公開研究会綴（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 公開研究会綴（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 公開研究会綴（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 公開研究会綴（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防計画書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 台帳関係 国有財産台帳ファイル 国有財産監守者等台帳（～平成15年度） 事務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 外部資金関係 委任経理金ファイル 給付金受払簿 事務担当 2003年度 完結後3年 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 医療費申請関係 医療費申請ファイル 日本体育・学校健康センター関係書類（～平成15年度） 事務担当 2003年度 完結後3年 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 医療費申請関係 日本スポーツ振興センター関係書類(平成16年度～) 事務担当 2013年度 完結後3年 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄

附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシー利用申込書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシー利用申込書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシー利用申込書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシー利用申込書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 タクシー利用申込書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
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附属幼稚園 事務担当 支出関係 警備保障報告書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 授業料債権管理簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 授業料債権管理簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 授業料債権管理簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 授業料債権管理簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 授業料債権管理簿（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 保育料免除関係文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 保育料免除関係文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 保育料免除関係文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 保育料免除関係文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 事務担当 歳入関係 保育料免除関係文書（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 広報関係 広報関係ファイル 幼稚園沿革史（～平成28年度） 副園長 2013年度 2014/4/1 無期限 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 未定
附属幼稚園 副園長 広報関係 幼稚園要覧（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 広報関係 幼稚園要覧（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 広報関係 幼稚園要覧（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 広報関係 幼稚園要覧（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 広報関係 幼稚園要覧（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 入園式実施通知（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 入園式実施通知（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 入園式実施通知（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 入園式実施通知（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 入園式実施通知（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 修了式実施通知（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 修了式実施通知（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 修了式実施通知（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 修了式実施通知（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 式典関係 修了式実施通知（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 園児カード（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 園児カード（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 園児カード（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 園児カード（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 園児カード（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 出席簿（平成27年度） 各担任教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 出席簿（平成28年度） 各担任教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 出席簿（平成29年度） 各担任教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 出席簿（平成30年度） 各担任教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 出席簿（平成31年度） 各担任教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 指導関係ファイル 入園修了等の学籍に関する記録（平成8年度） 副園長 1996年度 1997/4/1 20年 2016年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄 保存期間の延長
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成9年度） 副園長 1997年度 1998/4/1 20年 2017年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄 保存期間の延長
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成10年度） 副園長 1998年度 1999/4/1 20年 2018年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄 保存期間の延長
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成11年度） 副園長 1999年度 2000/4/1 20年 2019年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄 保存期間の延長
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成12年度） 副園長 2000年度 2001/4/1 20年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成13年度） 副園長 2001年度 2002/4/1 20年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成14年度） 副園長 2002年度 2003/4/1 20年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成15年度） 副園長 2003年度 2004/4/1 20年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成16年度） 副園長 2004年度 2005/4/1 20年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成17年度） 副園長 2005年度 2006/4/1 20年 2025年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成18年度） 副園長 2006年度 2007/4/1 20年 2026年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成19年度） 副園長 2007年度 2008/4/1 20年 2027年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成20年度） 副園長 2008年度 2009/4/1 20年 2028年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成21年度） 副園長 2009年度 2010/4/1 20年 2029年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成22年度） 副園長 2010年度 2011/4/1 20年 2030年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成23年度） 副園長 2011年度 2012/4/1 20年 2031年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成24年度） 副園長 2012年度 2013/4/1 20年 2032年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成25年度） 副園長 2013年度 2014/4/1 20年 2033年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成26年度） 副園長 2014年度 2015/4/1 20年 2034年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 20年 2035年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 20年 2036年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 20年 2037年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 20年 2038年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 20年 2039年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録以外のもの（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録以外のもの（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録以外のもの（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録以外のもの（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 入園修了等の学籍に関する記録以外のもの（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 教務関係資料（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 教務関係資料（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 教務関係資料（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 教務関係資料（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 教務関係資料（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 修了証書台帳（～平成28年度） 副園長 2013年度 2014/4/1 無期限 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 未定
附属幼稚園 副園長 教務関係 退園届（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 退園届（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 退園届（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 退園届（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 教務関係 退園届（平成31年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 過去の入試問題（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 過去の入試問題（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 過去の入試問題（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
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附属幼稚園 副園長 入試関係 過去の入試問題（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 過去の入試問題（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 募集要項等（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 募集要項等（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 募集要項等（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 募集要項等（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 募集要項等（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園事務担当 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 入園者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 入園者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 入園者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 入園者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 入試関係 入園者の選抜及び成績考査に関する表簿（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 幼児健康診断票（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 幼児健康診断票（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 幼児健康診断票（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 幼児健康診断票（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 幼児健康診断票（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 執務記録簿（学校医、学校歯科医、学校薬剤師）（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 保健日誌（平成27年度） 副園長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 保健日誌（平成28年度） 副園長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 保健日誌（平成29年度） 副園長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 保健日誌（平成30年度） 副園長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 副園長 保健関係 保健日誌（平成31年度） 副園長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属幼稚園 附属幼稚園副園長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 勤務状況ファイル 出勤簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 出勤簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休暇簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休日の振替簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休日の振替簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休日の振替簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休日の振替簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 休日の振替簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 職務専念義務免除に関する調書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 勤務関係 超過勤務等命令簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 研修関係 出張計画書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 研修関係 出張計画書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 研修関係 出張計画書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 研修関係 出張計画書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 研修関係 出張計画書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024.年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 会議関係ファイル 校務運営委員会（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 校務運営委員会（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 校務運営委員会（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 校務運営委員会（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 校務運営委員会（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 職員会議（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 職員会議（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 職員会議（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 職員会議（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 職員会議（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（平成25年度） 入検選考委員長 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（平成26年度） 入検選考委員長 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（平成27年度） 入検選考委員長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄
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附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（平成28年度） 入検選考委員長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（平成29年度） 入検選考委員長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（平成30年度） 入検選考委員長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 会議関係 入学選考委員会（令和元年度） 入検選考委員長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 旅行命令ファイル 旅行命令（依頼）伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 旅行命令（依頼）伺（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 旅行関係 出張報告書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 海外渡航関係 海外渡航関係ファイル 私事渡航（平成27・28年度）※実績無し 事務担当 ※実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当

附属特別支援学校 事務担当 海外渡航関係 私事渡航（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 海外渡航関係 私事渡航（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 海外渡航関係 私事渡航（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 式典ファイル 入学式（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 入学式（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 入学式（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 入学式（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 入学式（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 卒業式（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 卒業式（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 卒業式（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 卒業式（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 秘書関係 卒業式（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 文書授受ファイル 文書件名簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 文書件名簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 郵便料金ファイル 郵便物発送依頼票（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 郵便物発送依頼票（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 郵便物発送依頼票（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 郵便物発送依頼票（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 郵便物発送依頼票（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 切手受払簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 料金後納郵便物差出票（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 給食授受ファイル 給食運搬請負授受簿（平成27年度） 養護教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 給食運搬請負授受簿（平成28年度） 養護教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 給食運搬請負授受簿（平成29年度） 養護教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 給食運搬請負授受簿（平成30年度） 養護教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 給食運搬請負授受簿（令和元年度） 養護教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 日誌関係ファイル 作業日誌（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 作業日誌（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 作業日誌（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 作業日誌（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 作業日誌（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 警備日誌（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 警備日誌（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 警備日誌（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 警備日誌（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 文書関係 警備日誌（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 調査回答ファイル 一般調査統計関係文書（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄



大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時の
措置結果

備考保存期間標準法人文書ファイル名 法人文書ﾌｧｲﾙ名 作成者
作成

（取得）
時期

媒体の
種別

保存場所
管理担当
課・室等

保存期間満
了時の措置

保存期間
満了時期

文 書 分 類

保存期間の
起算日

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 一般調査統計関係文書（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他事務連絡等一般文書（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他参考資料（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他参考資料（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他参考資料（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他参考資料（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 その他参考資料（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 調査報告関係（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 調査報告関係（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 調査報告関係（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 調査報告関係（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 調査回答関係 調査報告関係（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 要覧等ファイル 学校沿革誌（昭和５２年度～　） 教務主任 1977年度 1978/4/1 無期限 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 未定

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成22年度） 教務主任 2010年度 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成23年度） 教務主任 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成24年度） 教務主任 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成25年度） 教務主任 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成26年度） 教務主任 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 学校要覧（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 謝金関係 謝金ファイル 謝金実施伺（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 謝金関係 謝金実施伺（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 物品関係 物品管理ファイル 物品等購入伺い（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 物品関係 物品等購入伺い（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 物品関係 物品等購入伺い（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 物品関係 物品等購入伺い（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 物品関係 物品等購入伺い（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 債権関係ファイル 債権管理簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 債権管理簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 債権管理簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 債権管理簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 債権管理簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 収入関係ファイル 現金出納簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 領収書払出簿・領収書払出請求書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 現金授受簿(現金出納簿)　兼　領収証書受払簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 現金授受簿(現金出納簿)　兼　領収証書受払簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 現金授受簿(現金出納簿)　兼　領収証書受払簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 歳入関係 現金授受簿(現金出納簿)　兼　領収証書受払簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 支出関係 タクシーチケット受払簿（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車運行関係ファイル 自動車等運行日誌（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車等運行日誌（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車等運行日誌（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車等運行日誌（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車等運行日誌（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車運転業務命令書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車運転業務命令書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車運転業務命令書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄
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附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車運転業務命令書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 自動車関係 自動車運転業務命令書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 ボイラー関係ファイル ボイラー関係（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 ボイラー関係（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 ボイラー関係（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 ボイラー関係（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 ボイラー関係（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 地下重油タンク・消火栓ポンプ関係ファイル 地下重油タンク・消火栓ポンプ等設備点検（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 地下重油タンク・消火栓ポンプ等設備点検（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 地下重油タンク・消火栓ポンプ等設備点検（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 地下重油タンク・消火栓ポンプ等設備点検（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 地下重油タンク・消火栓ポンプ等設備点検（令和元年度） 事務担当 2019年度 2019/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 保守・点検関係ファイル 電話設備保守点検（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 電話設備保守点検（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 電話設備保守点検（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 電話設備保守点検（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 電話設備保守点検（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 非常・火災報知装置点検（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 非常・火災報知装置点検（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 非常・火災報知装置点検（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 非常・火災報知装置点検（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 非常・火災報知装置点検（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 プール関係保守点検（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 プール関係保守点検（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 プール関係保守点検（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 プール関係保守点検（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 プール関係保守点検（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 計量器定期検査（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 計量器定期検査（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 計量器定期検査（平成29～令和元年度）※実績無し 事務担当 ※実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 エレベータ定期点検報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 エレベータ定期点検報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 エレベータ定期点検報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 エレベータ定期点検報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 保守・設備関係 エレベータ定期点検報告書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄 同一ﾌｧｲﾙ

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 防災関係ファイル 消防用設備等点検結果報告書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防用設備等点検結果報告書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成29年度）※該当実績無し 事務担当 2017年度 ※該当実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防署立入り検査・結果通知（令和元年度）※該当実績無し 事務担当 2019年度 ※該当実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成29年度）※該当実績無し 事務担当 2017年度 ※該当実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（平成30年度）※該当実績無し 事務担当 2018年度 ※該当実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任
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附属特別支援学校 事務担当 防災関係 改善報告書（令和元年度）※該当実績無し 事務担当 2019年度 ※該当実績無し 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成22年度） 事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成23年度） 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成24年度） 事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成25年度） 事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成26年度） 事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2027年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 消防計画書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 10年 2029年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成24年度）塚野→神野 事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成27年度）神野→野木 事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 防災関係 防火管理者選出、解任書（平成30年度）野木→柳沼 事務担当 2018年度 2019/4/1 10年 2028年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 授業関係ファイル 出席簿（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 出席簿（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 出席簿（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 出席簿（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 出席簿（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教科用図書配当表（平成27年度） 教科書担当教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教科書担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教科用図書配当表（平成28年度） 教科書担当教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教科書担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教科用図書配当表（平成29年度） 教科書担当教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教科書担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教科用図書配当表（平成30年度） 教科書担当教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教科書担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教科用図書配当表（令和元年度） 教科書担当教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教科書担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導関係ファイル 指導要録（学籍）及びその写し（昭和56年度） 学籍担当教諭 1981年度 1982/4/1 20年 2001年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和57年度） 学籍担当教諭 1982年度 1983/4/1 20年 2002年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和58年度） 学籍担当教諭 1983年度 1984/4/1 20年 2003年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和59年度） 学籍担当教諭 1984年度 1985/4/1 20年 2004年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和60年度） 学籍担当教諭 1985年度 1986/4/1 20年 2005年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和61年度） 学籍担当教諭 1986年度 1987/4/1 20年 2006年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和62年度） 学籍担当教諭 1987年度 1988/4/1 20年 2007年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（昭和63年度） 学籍担当教諭 1988年度 1989/4/1 20年 2008年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成元年度） 学籍担当教諭 1989年度 1990/4/1 20年 2009年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成2年度） 学籍担当教諭 1990年度 1991/4/1 20年 2010年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成3年度） 学籍担当教諭 1991年度 1992/4/1 20年 2011年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成4年度） 学籍担当教諭 1992年度 1993/4/1 20年 2012年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成5年度） 学籍担当教諭 1993年度 1994/4/1 20年 2013年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成6年度） 学籍担当教諭 1994年度 1995/4/1 20年 2014年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成7年度） 学籍担当教諭 1995年度 1996/4/1 20年 2015年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成8年度） 学籍担当教諭 1996年度 1997/4/1 20年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成9年度） 学籍担当教諭 1997年度 1998/4/1 20年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成10年度） 学籍担当教諭 1998年度 1999/4/1 20年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成11年度） 学籍担当教諭 1999年度 2000/4/1 20年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成12年度） 学籍担当教諭 2000年度 2001/4/1 20年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成13年度） 学籍担当教諭 2001年度 2002/4/1 20年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成14年度） 学籍担当教諭 2002年度 2003/4/1 20年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成15年度） 学籍担当教諭 2003年度 2004/4/1 20年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成16年度） 学籍担当教諭 2004年度 2005/4/1 20年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成17年度） 学籍担当教諭 2005年度 2006/4/1 20年 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成18年度） 学籍担当教諭 2006年度 2007/4/1 20年 2026年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成19年度） 学籍担当教諭 2007年度 2008/4/1 20年 2027年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成20年度） 学籍担当教諭 2008年度 2009/4/1 20年 2028年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成21年度） 学籍担当教諭 2009年度 2010/4/1 20年 2029年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成22年度） 学籍担当教諭 2010年度 2011/4/1 20年 2030年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成23年度） 学籍担当教諭 2011年度 2012/4/1 20年 2031年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成24年度） 学籍担当教諭 2012年度 2013/4/1 20年 2032年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成25年度） 学籍担当教諭 2013年度 2014/4/1 20年 2033年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成26年度） 学籍担当教諭 2014年度 2015/4/1 20年 2034年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成27年度） 学籍担当教諭 2015年度 2016/4/1 20年 2035年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成28年度） 学籍担当教諭 2016年度 2017/4/1 20年 2036年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成29年度） 学籍担当教諭 2017年度 2018/4/1 20年 2037年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（平成30年度） 学籍担当教諭 2018年度 2019/4/1 20年 2038年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（学籍）及びその写し（令和元年度） 学籍担当教諭 2020年度 2020/4/1 20年 2039年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成23年度） 学籍担当教諭 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長
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附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成24年度） 学籍担当教諭 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成25年度） 学籍担当教諭 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成26年度） 学籍担当教諭 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成27年度） 学籍担当教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成28年度） 学籍担当教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成29年度） 学籍担当教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（平成30年度） 学籍担当教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 指導要録（指導）及びその写し（令和元年度） 学籍担当教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成21年度）※H21.4.1入学生 学籍担当教諭 2009年度 2010/4/1 在学中 ※R2高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成22年度）※H22.4.1入学生 学籍担当教諭 2010年度 2011/4/1 在学中 ※R3高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成23年度）※H23.4.1入学生 学籍担当教諭 2011年度 2012/4/1 在学中 ※R4高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成24年度）※H24.4.1入学生 学籍担当教諭 2012年度 2013/4/1 在学中 ※R5高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成25年度）※H25.4.1入学生 学籍担当教諭 2013年度 2014/4/1 在学中 ※R6高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成26年度）※H26.4.1入学生 学籍担当教諭 2014年度 2015/4/1 在学中 ※R7高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成27年度）※H27.4.1入学生 学籍担当教諭 2015年度 2016/4/1 在学中 ※R8高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成28年度）※H28.4.1入学生 学籍担当教諭 2016年度 2017/4/1 在学中 ※R9高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成29年度）※H29.4.1入学生 学籍担当教諭 2017年度 2018/4/1 在学中 ※R10高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（平成30年度）※H30.4.1入学生 学籍担当教諭 2018年度 2019/4/1 在学中 ※R11高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 個別の教育支援計画（令和元年度）※H31.4.1入学生 学籍担当教諭 2019年度 2020/4/1 在学中 ※R12高等部卒業 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成23年度） 生徒指導主事 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成24年度） 生徒指導主事 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成25年度） 生徒指導主事 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成26年度） 生徒指導主事 2014年度 2015/4/2 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成27年度） 生徒指導主事 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成28年度） 生徒指導主事 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成29年度） 生徒指導主事 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（平成30年度） 生徒指導主事 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 生徒指導ファイル（令和元年度） 生徒指導主事 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校生徒指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成23年度） 進路指導主事 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成24年度） 進路指導主事 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成25年度） 進路指導主事 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成26年度） 進路指導主事 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成27年度） 進路指導主事 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成28年度） 進路指導主事 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成29年度） 進路指導主事 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（平成30年度） 進路指導主事 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 進路指導ファイル（令和元年度） 進路指導主事 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校進路指導主事 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成23年度） 研究主任 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成24年度） 研究主任 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成25年度） 研究主任 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成26年度） 研究主任 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成27年度） 研究主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成28年度） 研究主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成29年度） 研究主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（平成30年度） 研究主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 研究部ファイル（令和元年度） 研究主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校研究主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 学籍関係ファイル 卒業・修了台帳（～19年度） 教務主任 ～2006年度 2007/4/1 無期限 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 未定

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 卒業・修了台帳（20年度～） 教務主任 2008年度～ 2009/4/1 無期限 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 未定

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 成績関係ファイル 通信簿（平成23年度） 教務主任 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成24年度） 教務主任 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成25年度） 教務主任 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成26年度） 教務主任 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 通信簿（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 就学奨励費ファイル 特別支援教育就学奨励費関係（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 特別支援教育就学奨励費関係（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 特別支援教育就学奨励費関係（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 特別支援教育就学奨励費関係（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 特別支援教育就学奨励費関係（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 高等学校等就学支援金関係ファイル 高等学校等就学支援金関係（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 高等学校等就学支援金関係（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄
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附属特別支援学校 事務担当 教務関係 高等学校等就学支援金関係（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 高等学校等就学支援金関係（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 高等学校等就学支援金関係（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 行事関係ファイル 運動集会の日（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 運動集会の日（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 運動集会の日（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 運動集会の日（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 運動集会の日（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 学習発表会（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 学習発表会（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 学習発表会（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 学習発表会（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 学習発表会（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 修学旅行等（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 修学旅行等（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 修学旅行等（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 修学旅行等（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 修学旅行等（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教育実習関係ファイル 教育実習要項、名簿、成績等（平成29年度） 教育実習主任 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教育実習主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教育実習要項、名簿、成績等（平成30年度） 教育実習主任 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教育実習主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 教育実習要項、名簿、成績等（令和元年度） 教育実習主任 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教育実習主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 介護等体験実習関係（平成29年度） 教育実習主任 2017年度 2018/4/1 3年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教育実習主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 介護等体験実習関係（平成30年度） 教育実習主任 2018年度 2019/4/1 3年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教育実習主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 教務関係 介護等体験実習関係（令和元年度） 教育実習主任 2019年度 2020/4/1 3年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教育実習主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 日誌関係ファイル 学校日誌（平成17年度） 教務主任 2005年度 2006/4/1 5年 2010年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成18年度） 教務主任 2006年度 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成19年度） 教務主任 2007年度 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成20年度） 教務主任 2008年度 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成21年度） 教務主任 2009年度 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成22年度） 教務主任 2010年度 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成23年度） 教務主任 2011年度 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成24年度） 教務主任 2012年度 2013/4/1 5年 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成25年度） 教務主任 2013年度 2014/4/1 5年 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成26年度） 教務主任 2014年度 2015/4/1 5年 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄 保存期間の延長

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成27年度） 教務主任 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成28年度） 教務主任 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成29年度） 教務主任 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（平成30年度） 教務主任 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 学校日誌（令和元年度） 教務主任 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校教務主任 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 プール日誌（平成27年度） 保健体育担当教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校保健体育担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 プール日誌（平成28年度） 保健体育担当教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校保健体育担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 プール日誌（平成29年度） 保健体育担当教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校保健体育担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 プール日誌（平成30年度） 保健体育担当教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校保健体育担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 校務関係 プール日誌（令和元年度） 保健体育担当教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校保健体育担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 募集要項等ファイル 募集要項、入試（発育調査）問題（平成27年度） 入学選考委員長 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 募集要項、入試（発育調査）問題（平成28年度） 入学選考委員長 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 募集要項、入試（発育調査）問題（平成29年度） 入学選考委員長 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 募集要項、入試（発育調査）問題（平成30年度） 入学選考委員長 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 募集要項、入試（発育調査）問題（令和元年度） 入学選考委員長 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校入学選考委員長 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成20年度）※H21.4.1入学生 入学選考委員長 2008年度 2009/4/1 在学中 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成21年度）※H22.4.1入学生 入学選考委員長 2009年度 2010/4/1 在学中 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成22年度）※H23.4.1入学生 入学選考委員長 2010年度 2011/4/1 在学中 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成23年度）※H24.4.1入学生 入学選考委員長 2011年度 2012/4/1 在学中 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成24年度）※H25.4.1入学生 入学選考委員長 2012年度 2013/4/1 在学中 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成25年度）※H26.4.1入学生 入学選考委員長 2013年度 2014/4/1 在学中 2025年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成26年度）※H27.4.1入学生 入学選考委員長 2014年度 2015/4/1 在学中 2026年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成27年度）※H28.4.1入学生 入学選考委員長 2015年度 2016/4/1 在学中 2027年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成28年度）※H29.4.1入学生 入学選考委員長 2016年度 2017/4/1 在学中 2028年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成29年度）※H30.4.1入学生 入学選考委員長 2017年度 2018/4/1 在学中 2029年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（平成30年度）※H31.4.1入学生 入学選考委員長 2018年度 2019/4/1 在学中 2030年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 広報関係 選考及び出願書類等（令和元年度）※R2.4.1入学生 入学選考委員長 2019年度 2020/4/1 在学中 2031年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校学籍担当教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 健康診断関係ファイル 職員健康診断票（平成23年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2011年度 2012/4/1 5年※退職後 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成24年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2012年度 2013/4/1 5年※退職後 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成25年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2013年度 2014/4/1 5年※退職後 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※退職後5年保管
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附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成26年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2014年度 2015/4/1 5年※退職後 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成27年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2015年度 2016/4/1 5年※退職後 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成28年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2016年度 2017/4/1 5年※退職後 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成29年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2017年度 2018/4/1 5年※退職後 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（平成30年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2018年度 2019/4/1 5年※退職後 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 職員健康診断票（令和元年度）※各職員個人別ファイル 養護教諭 2019年度 2020/4/1 5年※退職後 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※退職後5年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成23年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2011年度 2012/4/1 5年※卒業後 2016年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成24年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2012年度 2013/4/1 5年※卒業後 2017年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成25年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2013年度 2014/4/1 5年※卒業後 2018年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成26年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2014年度 2015/4/1 5年※卒業後 2019年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 保存期間の延長 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成27年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2015年度 2016/4/1 5年※卒業後 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成28年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2016年度 2017/4/1 5年※卒業後 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成29年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2017年度 2018/4/1 5年※卒業後 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（平成30年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2018年度 2019/4/1 5年※卒業後 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 児童・生徒健康診断票（令和元年度）※各児童・生徒個人別ファイル 養護教諭 2019年度 2020/4/1 5年※卒業後 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄 ※卒業後５年保管

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保健関係ファイル 学校医等の執務記録簿（平成27年度） 養護教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 学校医等の執務記録簿（平成28年度） 養護教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 学校医等の執務記録簿（平成29年度） 養護教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 学校医等の執務記録簿（平成30年度） 養護教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 学校医等の執務記録簿（令和元年度） 養護教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保健日誌（平成27年度） 養護教諭 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保健日誌（平成28年度） 養護教諭 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保健日誌（平成29年度） 養護教諭 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保健日誌（平成30年度） 養護教諭 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保健日誌（令和元年度） 養護教諭 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校養護教諭 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 検査関係ファイル 保菌検査結果通知書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保菌検査結果通知書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保菌検査結果通知書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保菌検査結果通知書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 保健関係 保菌検査結果通知書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 災害給付関係 災害給付ファイル 日本スポーツ振興センター関係文書（平成27年度） 事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 災害給付関係 日本スポーツ振興センター関係文書（平成28年度） 事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 災害給付関係 日本スポーツ振興センター関係文書（平成29年度） 事務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2022年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 災害給付関係 日本スポーツ振興センター関係文書（平成30年度） 事務担当 2018年度 2019/4/1 5年 2023年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄

附属特別支援学校 事務担当 災害給付関係 日本スポーツ振興センター関係文書（令和元年度） 事務担当 2019年度 2020/4/1 5年 2024年度末 紙 附属特別支援学校 附属特別支援学校事務担当 廃棄


