
⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1874年度 教育学部⻑ 1875/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1875年度 教育学部⻑ 1876/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1876年度 教育学部⻑ 1877/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1877年度 教育学部⻑ 1878/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1878年度 教育学部⻑ 1879/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1879年度 教育学部⻑ 1880/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1880年度 教育学部⻑ 1881/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1881年度 教育学部⻑ 1882/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1882年度 教育学部⻑ 1883/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1883年度 教育学部⻑ 1884/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1884年度 教育学部⻑ 1885/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1885年度 教育学部⻑ 1886/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1886年度 教育学部⻑ 1887/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1887年度 教育学部⻑ 1888/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1888年度 教育学部⻑ 1889/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1889年度 教育学部⻑ 1890/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1890年度 教育学部⻑ 1891/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1891年度 教育学部⻑ 1892/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1892年度 教育学部⻑ 1893/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1893年度 教育学部⻑ 1894/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1894年度 教育学部⻑ 1895/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1895年度 教育学部⻑ 1895/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1896年度 教育学部⻑ 1897/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1897年度 教育学部⻑ 1898/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治31年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1898年度 教育学部⻑ 1899/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治32年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1899年度 教育学部⻑ 1900/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治33年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1900年度 教育学部⻑ 1901/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治34年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1901年度 教育学部⻑ 1902/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治35年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1902年度 教育学部⻑ 1903/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治36年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1903年度 教育学部⻑ 1904/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治37年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1904年度 教育学部⻑ 1905/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治38年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1905年度 教育学部⻑ 1906/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治39年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1906年度 教育学部⻑ 1907/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治40年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1907年度 教育学部⻑ 1908/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治41年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1908年度 教育学部⻑ 1909/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治42年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1909年度 教育学部⻑ 1910/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治43年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1910年度 教育学部⻑ 1911/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(明治44年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1911年度 教育学部⻑ 1912/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1912年度 教育学部⻑ 1913/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1913年度 教育学部⻑ 1914/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1914年度 教育学部⻑ 1915/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1915年度 教育学部⻑ 1916/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1916年度 教育学部⻑ 1917/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1917年度 教育学部⻑ 1918/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1918年度 教育学部⻑ 1919/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1919年度 教育学部⻑ 1920/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1920年度 教育学部⻑ 1921/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1921年度 教育学部⻑ 1922/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1922年度 教育学部⻑ 1923/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1923年度 教育学部⻑ 1924/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1924年度 教育学部⻑ 1925/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(⼤正14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1925年度 教育学部⻑ 1926/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

2 / 125 ページ



⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1926年度 教育学部⻑ 1927/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1927年度 教育学部⻑ 1928/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1928年度 教育学部⻑ 1929/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1929年度 教育学部⻑ 1930/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1930年度 教育学部⻑ 1931/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1931年度 教育学部⻑ 1932/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1932年度 教育学部⻑ 1933/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1933年度 教育学部⻑ 1934/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1934年度 教育学部⻑ 1935/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1935年度 教育学部⻑ 1936/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1936年度 教育学部⻑ 1937/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1937年度 教育学部⻑ 1928/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1938年度 教育学部⻑ 1939/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1939年度 教育学部⻑ 1940/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1940年度 教育学部⻑ 1941/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1941年度 教育学部⻑ 1942/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1942年度 教育学部⻑ 1943/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1943年度 教育学部⻑ 1944/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1944年度 教育学部⻑ 1945/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1945年度 教育学部⻑ 1946/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1946年度 教育学部⻑ 1947/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1947年度 教育学部⻑ 1948/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1948年度 教育学部⻑ 1949/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1948年度 教育学部⻑ 1949/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1949年度 教育学部⻑ 1950/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1949年度 教育学部⻑ 1950/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1949年度 教育学部⻑ 1950/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1950年度 教育学部⻑ 1951/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1950年度 教育学部⻑ 1951/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1950年度 教育学部⻑ 1951/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1951年度 教育学部⻑ 1952/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1951年度 教育学部⻑ 1952/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1951年度 教育学部⻑ 1952/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1952年度 教育学部⻑ 1953/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1952年度 教育学部⻑ 1953/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1952年度 教育学部⻑ 1953/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1953年度 教育学部⻑ 1954/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1953年度 教育学部⻑ 1954/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1953年度 教育学部⻑ 1954/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1954年度 教育学部⻑ 1955/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1954年度 教育学部⻑ 1955/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1954年度 教育学部⻑ 1955/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1955年度 教育学部⻑ 1956/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1955年度 教育学部⻑ 1956/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1955年度 教育学部⻑ 1956/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和31年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1956年度 教育学部⻑ 1957/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和31年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1956年度 教育学部⻑ 1957/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和31年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1956年度 教育学部⻑ 1957/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和32年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1957年度 教育学部⻑ 1958/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和32年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1957年度 教育学部⻑ 1958/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和32年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1957年度 教育学部⻑ 1958/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和33年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1958年度 教育学部⻑ 1959/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和33年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1958年度 教育学部⻑ 1959/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和33年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1958年度 教育学部⻑ 1959/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和34年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1959年度 教育学部⻑ 1960/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和34年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1959年度 教育学部⻑ 1960/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和34年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1959年度 教育学部⻑ 1960/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和35年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1960年度 教育学部⻑ 1961/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和35年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1960年度 教育学部⻑ 1961/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和35年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1960年度 教育学部⻑ 1961/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和36年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1961年度 教育学部⻑ 1962/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和36年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1961年度 教育学部⻑ 1962/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和36年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1961年度 教育学部⻑ 1962/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和36年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1961年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1962/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和37年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1962年度 教育学部⻑ 1963/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和37年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1962年度 教育学部⻑ 1963/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和37年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1962年度 教育学部⻑ 1963/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和37年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1962年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1963/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和38年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1963年度 教育学部⻑ 1964/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和38年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1963年度 教育学部⻑ 1964/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和38年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1963年度 教育学部⻑ 1964/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和38年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1963年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1964/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和39年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1964年度 教育学部⻑ 1965/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和39年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1964年度 教育学部⻑ 1965/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和39年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1964年度 教育学部⻑ 1965/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和39年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1964年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1965/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和40年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1965年度 教育学部⻑ 1966/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和40年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1965年度 教育学部⻑ 1966/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和40年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1965年度 教育学部⻑ 1966/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和40年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1965年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1966/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和41年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1966年度 教育学部⻑ 1967/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和41年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1966年度 教育学部⻑ 1967/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和41年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1966年度 教育学部⻑ 1967/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和41年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1966年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1967/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和42年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1967年度 教育学部⻑ 1968/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和42年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1967年度 教育学部⻑ 1968/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和42年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1967年度 教育学部⻑ 1968/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和42年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1967年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1968/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和43年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1968年度 教育学部⻑ 1969/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和43年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1968年度 教育学部⻑ 1969/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和43年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1968年度 教育学部⻑ 1969/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和43年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1968年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1969/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和44年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1969年度 教育学部⻑ 1970/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和44年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1969年度 教育学部⻑ 1970/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和44年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1969年度 教育学部⻑ 1970/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和44年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1969年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1970/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和44年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1969年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1970/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和45年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1970年度 教育学部⻑ 1971/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和45年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1970年度 教育学部⻑ 1971/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和45年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1970年度 教育学部⻑ 1971/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和45年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1970年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1971/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和45年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1970年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1971/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和46年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1971年度 教育学部⻑ 1972/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和46年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1971年度 教育学部⻑ 1972/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

6 / 125 ページ



⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和46年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1971年度 教育学部⻑ 1972/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和46年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1971年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1972/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和46年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1971年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1972/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和47年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1972年度 教育学部⻑ 1973/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和47年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1972年度 教育学部⻑ 1973/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和47年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1972年度 教育学部⻑ 1973/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和47年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1972年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1973/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和47年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1972年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1973/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和48年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1973年度 教育学部⻑ 1974/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和48年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1973年度 教育学部⻑ 1974/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和48年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1973年度 教育学部⻑ 1974/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和48年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1973年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1974/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和48年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1973年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1974/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和49年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1974年度 教育学部⻑ 1975/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和49年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1974年度 教育学部⻑ 1975/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和49年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1974年度 教育学部⻑ 1975/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和49年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1974年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1975/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和49年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1974年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1975/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和50年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1975年度 教育学部⻑ 1976/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和50年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1975年度 教育学部⻑ 1976/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和50年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1975年度 教育学部⻑ 1976/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和50年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1975年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1976/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和50年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1975年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1976/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和51年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1976年度 教育学部⻑ 1977/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和51年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1976年度 教育学部⻑ 1977/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和51年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1976年度 教育学部⻑ 1977/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和51年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1976年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1977/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和51年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1976年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1977/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和52年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1977年度 教育学部⻑ 1978/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和52年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1977年度 教育学部⻑ 1978/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和52年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1977年度 教育学部⻑ 1978/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和52年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1977年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1978/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和52年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1977年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1978/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和53年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1978年度 教育学部⻑ 1979/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和53年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1978年度 教育学部⻑ 1979/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和53年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1978年度 教育学部⻑ 1979/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和53年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1978年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1979/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和53年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1978年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1979/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

病院部総務課 総務係 会議 科⻑会議事録(昭和54年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1979年度 医学部附属病院総務課⻑ 1980/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和54年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1979年度 教育学部⻑ 1980/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和54年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1979年度 教育学部⻑ 1980/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和54年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1979年度 教育学部⻑ 1980/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和54年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1979年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1980/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和54年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1979年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1980/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1980年度 教育学部⻑ 1981/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1980年度 教育学部⻑ 1981/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1980年度 教育学部⻑ 1981/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 RIの使⽤承認証(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1980年度 アイソトープ総合センター⻑ 1981/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 RIの使⽤承認申請書(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1980年度 アイソトープ総合センター⻑ 1981/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1980年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1981/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和55年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1980年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1981/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和55年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1980年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1981/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(昭和56年度) 30年 2022/03/31 廃棄 事務室 1981年度 教育学部⻑ 1982/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 部局延⻑5年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1981年度 教育学部⻑ 1982/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1981年度 教育学部⻑ 1982/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1981年度 教育学部⻑ 1982/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1981年度 アイソトープ総合センター⻑ 1982/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1981年度 アイソトープ総合センター⻑ 1982/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 放射線取扱主任者選任届(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1981年度 アイソトープ総合センター⻑ 1982/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1981年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1982/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和56年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1981年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1982/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和56年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1981年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1982/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1982年度 教育学部⻑ 1983/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1982年度 教育学部⻑ 1983/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1982年度 教育学部⻑ 1983/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1982年度 アイソトープ総合センター⻑ 1983/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1982年度 アイソトープ総合センター⻑ 1983/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1982年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1983/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和57年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1982年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1983/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和57年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1982年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1983/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

学⽣部学務課
共通教育管理
係

会議 教養部教養部会(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 学⽣部共通教育課⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 総務係 会議 科⻑会議事録(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 医学部附属病院総務課⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事要録(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 理学部⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学部会議事録(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 ⼯学部⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事録(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 ⼯学部⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 医短教授会(教授)(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 医療技術短期⼤学部事務⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 医短教授会(講師以上)(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 医療技術短期⼤学部事務⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部会計課 研究企画係 会議 教授会･懇談会記録(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 薬学部･がん研究所⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科委員会(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 薬学部･がん研究所⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(昭和58年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1983年度 薬学部･がん研究所⻑ 1984/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(昭和58年度) 30年 2049/03/31 廃棄 事務室 1983年度 教育学部⻑ 1984/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1983年度 教育学部⻑ 1984/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1983年度 教育学部⻑ 1984/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1983年度 教育学部⻑ 1984/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1983年度 アイソトープ総合センター⻑ 1984/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1983年度 アイソトープ総合センター⻑ 1984/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1983年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1984/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和58年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1983年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1984/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和58年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1983年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1984/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

病院部総務課 総務係 会議 科⻑会議事録(昭和59年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1984年度 医学部附属病院総務課⻑ 1985/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1984年度 教育学部⻑ 1985/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1984年度 教育学部⻑ 1985/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1984年度 教育学部⻑ 1985/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1984年度 アイソトープ総合センター⻑ 1985/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1984年度 アイソトープ総合センター⻑ 1985/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1984年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1985/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和59年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1984年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1985/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和59年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1984年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1985/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1985年度 教育学部⻑ 1986/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1985年度 教育学部⻑ 1986/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1985年度 教育学部⻑ 1986/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1985年度 アイソトープ総合センター⻑ 1986/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1985年度 アイソトープ総合センター⻑ 1986/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1985年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1986/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和60年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1985年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1986/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和60年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1985年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1986/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(昭和61年度) 30年 2022/03/31 廃棄 事務室 1986年度 教育学部⻑ 1987/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 部局延⻑5年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1986年度 教育学部⻑ 1987/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1986年度 教育学部⻑ 1987/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1986年度 教育学部⻑ 1987/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1986年度 教育学部⻑ 1987/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1986年度 アイソトープ総合センター⻑ 1987/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1986年度 アイソトープ総合センター⻑ 1987/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1986年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1987/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和61年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1986年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1987/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和61年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1986年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1987/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1987年度 教育学部⻑ 1988/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1987年度 教育学部⻑ 1988/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1987年度 教育学部⻑ 1988/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1987年度 教育学部⻑ 1988/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1987年度 アイソトープ総合センター⻑ 1988/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1987年度 アイソトープ総合センター⻑ 1988/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1987年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1988/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和62年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1987年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1988/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和62年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1987年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1988/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

総務部総務課 総務係 庶務 公印の制定，廃⽌及び改刻に関するもの(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 総務部総務課⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 刊⾏物
⼈⽂･社会科学系⼤学院(博⼠課程)の在り⽅に関する調査
研究(中間報告)(昭和63年度)

30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 総務部総務課⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 資産 管理及び処分関係(寄附)(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 経理部企画調査課⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学⽣部学務課
共通教育管理
係

会議 教養部教授会(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 学⽣部共通教育課⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学⽣部学務課
共通教育管理
係

会議 教養部教養部会(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 学⽣部共通教育課⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

病院部総務課 総務係 会議 科⻑会議事録(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 医学部附属病院総務課⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事要録(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 理学部⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学部会議事録(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 ⼯学部⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事録(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 ⼯学部⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 医短教授会(教授)(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 医療技術短期⼤学部事務⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 医短教授会(講師以上)(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 医療技術短期⼤学部事務⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部会計課 研究企画係 会議 教授会(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 薬学部･がん研究所⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科委員会(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 薬学部･がん研究所⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(昭和63年度) 30年 2022/03/31 廃棄 資料館 1988年度 薬学部･がん研究所⻑ 1989/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(昭和63年度) 30年 2049/03/31 廃棄 事務室 1988年度 教育学部⻑ 1989/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1988年度 教育学部⻑ 1989/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1988年度 教育学部⻑ 1989/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1988年度 教育学部⻑ 1989/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1988年度 教育学部⻑ 1989/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1988年度 アイソトープ総合センター⻑ 1989/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1988年度 アイソトープ総合センター⻑ 1989/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1988年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1989/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(昭和63年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1988年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1989/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(昭和63年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1988年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1989/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

総務部総務課 法規・調査係 設置審査 学部学科等設置関係(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 設置審査
⾦沢⼤学⼤学院教育学研究科美術教育専攻設置計画書(平
成元年度)

30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 調査報告 指定教員養成機関関係(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 刊⾏物
⼈⽂･社会科学系研究科(博⼠課程)の在り⽅に関する調査
研究報告書(平成元年度)

30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 刊⾏物
⼈⽂･社会科学系⼤学院(博⼠課程)の在り⽅に関する調査
研究報告書(中間報告)(平成元年度)

30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 会議 将来計画検討委員会議事録(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 庶務 公印の制定，廃⽌及び改刻に関するもの(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

総務部総務課 総務係 選挙 学⻑候補者選挙1(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 選挙 学⻑候補者選挙2(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 総務部総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 総務係 会議 科⻑会議事録(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 医学部附属病院総務課⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事要録(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 理学部⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学部会議事録(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 ⼯学部⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事録(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 ⼯学部⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 医短教授会(教授)(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 医療技術短期⼤学部事務⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 医短教授会(講師以上)(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 医療技術短期⼤学部事務⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科委員会(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 薬学部･がん研究所⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(平成元年度) 30年 2023/3/31 廃棄 資料館 1989年度 薬学部･がん研究所⻑ 1990/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成元年度) 30年 2050/3/31 廃棄 事務室 1989年度 教育学部⻑ 1990/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1989年度 教育学部⻑ 1990/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1989年度 教育学部⻑ 1990/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1989年度 教育学部⻑ 1990/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1989年度 教育学部⻑ 1990/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑  

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1989年度 アイソトープ総合センター⻑ 1990/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1989年度 アイソトープ総合センター⻑ 1990/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 放射線取扱主任者選任届(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1989年度 アイソトープ総合センター⻑ 1990/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1989年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1990/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1989年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1990/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成元年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1989年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1990/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

総務部総務課 法規・調査係 設置審査 学部学科等設置関係(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 総務部総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 設置審査
⾦沢⼤学⼤学院⼈⽂･社会科学研究科(博⼠課程)設置構想
(平成2年度)

30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 総務部総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 会議 将来計画検討委員会議事録(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 総務部総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 庶務 公印の制定，廃⽌及び改刻に関するもの(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 総務部総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 法規 規程の制定･改廃(全学編)(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 総務部総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

総務部総務課 法規・調査係 法規 規程の制定･改廃(部局編)(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 総務部総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学⽣部学務課
共通教育管理
係

会議 教養部教授会(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 学⽣部共通教育課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学⽣部学務課
共通教育管理
係

会議 教養部教養部会(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 学⽣部共通教育課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学⽣部⼊試課 学⽣募集係 刊⾏物 学⽣部だより(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 学⽣部⼊試課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成2年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 医学部附属病院総務課⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事要録(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 理学部⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学部会議事録(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 ⼯学部⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 教授会議事録(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 ⼯学部⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部会計課 研究企画係 会議 教授会(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 薬学部･がん研究所⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科委員会(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 薬学部･がん研究所⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼀係 会議 ⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(平成2年度) 30年 2024/3/31 廃棄 資料館 1990年度 薬学部･がん研究所⻑ 1991/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1990年度 教育学部⻑ 1991/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1990年度 教育学部⻑ 1991/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1990年度 教育学部⻑ 1991/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1990年度 教育学部⻑ 1991/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1990年度 アイソトープ総合センター⻑ 1991/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1990年度 アイソトープ総合センター⻑ 1991/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1990年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1991/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1990年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1991/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成2年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1990年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1991/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成3年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1991年度 医学部附属病院総務課⻑ 1992/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成3年度) 30年 2022/03/31 廃棄 事務室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成3年度) 30年 2022/03/31 廃棄 研究室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成3年度) 30年 2022/03/31 廃棄 事務室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成3年度) 30年 2022/03/31 廃棄 職員室 1991年度 教育学部⻑ 1992/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1991年度 アイソトープ総合センター⻑ 1992/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1991年度 アイソトープ総合センター⻑ 1992/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1991年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1992/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成3年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1991年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1992/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成3年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1991年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1992/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成4年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1992年度 医学部附属病院総務課⻑ 1993/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成4年度) 30年 2023/03/31 廃棄 事務室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成4年度) 30年 2023/03/31 廃棄 研究室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成4年度) 30年 2023/03/31 廃棄 事務室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成4年度) 30年 2023/03/31 廃棄 職員室 1992年度 教育学部⻑ 1993/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1992年度 アイソトープ総合センター⻑ 1993/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1992年度 アイソトープ総合センター⻑ 1993/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1992年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1993/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成4年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1992年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1993/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成4年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1992年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1993/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成5年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1993年度 医学部附属病院総務課⻑ 1994/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成5年度) 30年 2024/03/31 廃棄 事務室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成5年度) 30年 2024/03/31 廃棄 研究室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成5年度) 30年 2024/03/31 廃棄 事務室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成5年度) 30年 2024/03/31 廃棄 職員室 1993年度 教育学部⻑ 1994/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1993年度 アイソトープ総合センター⻑ 1994/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1993年度 アイソトープ総合センター⻑ 1994/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1993年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1994/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成5年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1993年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1994/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成5年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1993年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1994/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成6年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1994年度 医学部附属病院総務課⻑ 1995/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成6年度) 30年 2025/03/31 廃棄 事務室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成6年度) 30年 2025/03/31 廃棄 研究室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成6年度) 30年 2025/03/31 廃棄 事務室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成6年度) 30年 2025/03/31 廃棄 職員室 1994年度 教育学部⻑ 1995/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1994年度 アイソトープ総合センター⻑ 1995/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1994年度 アイソトープ総合センター⻑ 1995/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1994年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1995/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成6年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1994年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1995/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成6年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1994年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1995/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成7年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1995年度 医学部附属病院総務課⻑ 1996/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成7年度) 30年 2026/03/31 廃棄 事務室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成7年度) 30年 2026/03/31 廃棄 研究室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 会議 教官会議･議事録(平成7年度) 30年 2026/03/31 廃棄 書庫 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成7年度) 30年 2026/03/31 廃棄 事務室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成7年度) 30年 2026/03/31 廃棄 職員室 1995年度 教育学部⻑ 1996/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1995年度 アイソトープ総合センター⻑ 1996/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1995年度 アイソトープ総合センター⻑ 1996/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1995年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1996/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成7年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1995年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1996/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成7年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1995年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1996/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成8年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1996年度 医学部附属病院総務課⻑ 1997/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成8年度) 30年 2027/03/31 廃棄 事務室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成8年度) 30年 2027/03/31 廃棄 研究室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成8年度) 60年 2057/03/31 廃棄 事務室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 会議 教官会議･議事録(平成8年度) 30年 2027/03/31 廃棄 書庫 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成8年度) 30年 2027/03/31 廃棄 事務室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成8年度) 30年 2027/03/31 廃棄 職員室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 1996年度 教育学部⻑ 1997/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1996年度 アイソトープ総合センター⻑ 1997/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1996年度 アイソトープ総合センター⻑ 1997/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1996年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1997/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成8年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1996年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1997/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成8年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1996年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1997/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成9年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1997年度 医学部附属病院総務課⻑ 1998/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成9年度) 30年 2028/03/31 廃棄 事務室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成9年度) 30年 2028/03/31 廃棄 研究室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成9年度) 60年 2058/03/31 廃棄 職員室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成9年度) 60年 2058/03/31 廃棄 事務室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 会議 教官会議･議事録(平成9年度) 30年 2028/03/31 廃棄 書庫 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成9年度) 30年 2028/03/31 廃棄 事務室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成9年度) 30年 2028/03/31 廃棄 職員室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 1997年度 教育学部⻑ 1998/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1997年度 アイソトープ総合センター⻑ 1998/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1997年度 アイソトープ総合センター⻑ 1998/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1997年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1998/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成9年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1997年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1998/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
実験動物研究施設 ＿ 調査報告 利⽤報告書(平成9年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1997年度 医学部附属動物実験施設⻑ 1998/04/01 紙

学際科学実験センター実験動物施設
⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成10年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1998年度 医学部附属病院総務課⻑ 1999/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成10年度) 30年 2029/03/31 廃棄 事務室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成10年度) 30年 2029/03/31 廃棄 研究室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成10年度) 60年 2059/03/31 廃棄 職員室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成10年度) 60年 2059/03/31 廃棄 事務室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 会議 教官会議･議事録(平成10年度) 30年 2029/03/31 廃棄 書庫 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成10年度) 30年 2029/03/31 廃棄 事務室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成10年度) 30年 2029/03/31 廃棄 職員室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 1998年度 教育学部⻑ 1999/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1998年度 アイソトープ総合センター⻑ 1999/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1998年度 アイソトープ総合センター⻑ 1999/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 承認使⽤に係る変更承認申請書(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1998年度 アイソトープ総合センター⻑ 1999/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 放射線取扱主任者選任届(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1998年度 アイソトープ総合センター⻑ 1999/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1998年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1999/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成10年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1998年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 1999/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学科⻑会議議事要録(平成11年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 1999年度 理学部⻑ 2000/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成11年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 1999年度 医学部附属病院総務課⻑ 2000/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成11年度) 30年 2030/03/31 廃棄 事務室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成11年度) 60年 2060/03/31 廃棄 事務室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成11年度) 30年 2030/03/31 廃棄 研究室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成11年度) 60年 2060/03/31 廃棄 職員室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成11年度) 60年 2060/03/31 廃棄 事務室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 会議 教官会議･議事録(平成11年度) 30年 2030/03/31 廃棄 書庫 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成11年度) 30年 2030/03/31 廃棄 事務室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成11年度) 30年 2030/03/31 廃棄 職員室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成11年度) 60年 2060/03/31 廃棄 職員室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 1999年度 教育学部⻑ 2000/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1999年度 アイソトープ総合センター⻑ 2000/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1999年度 アイソトープ総合センター⻑ 2000/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1999年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2000/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成11年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 1999年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2000/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成12年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2000年度 医学部附属病院総務課⻑ 2001/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成12年度) 30年 2031/03/31 廃棄 事務室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成12年度) 60年 2061/03/31 廃棄 事務室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業児童⽒名(平成12年度) 30年 2031/03/31 廃棄 研究室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成12年度) 60年 2061/03/31 廃棄 職員室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成12年度) 60年 2061/03/31 廃棄 事務室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 会議 教官会議･議事録(平成12年度) 30年 2031/03/31 廃棄 書庫 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成12年度) 30年 2031/03/31 廃棄 事務室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成12年度) 60年 2061/03/31 廃棄 職員室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 学籍簿(平成12年度) 30年 2031/03/31 廃棄 職員室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2000年度 教育学部⻑ 2001/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2000年度 アイソトープ総合センター⻑ 2001/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2000年度 アイソトープ総合センター⻑ 2001/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 承認使⽤に係る変更承認申請書(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2000年度 アイソトープ総合センター⻑ 2001/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2000年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2001/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成12年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2000年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2001/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和46年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2001年度 医学部附属病院総務課⻑ 2002/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成13年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2001年度 医学部附属病院総務課⻑ 2002/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医学系研究科･医学部
(医学科)

細胞浸潤学(⻭
科⼝腔外科学)
研究分野

教育 博⼠論⽂(平成13年度) 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2001年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2002/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成13年度) 20年 2022/03/31 廃棄 事務室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成13年度) 30年 2032/03/31 廃棄 事務室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成13年度) 60年 2062/03/31 廃棄 事務室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成13年度) 20年 2022/3/31 廃棄 学習記録室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成13年度) 60年 2062/03/31 廃棄 職員室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成13年度) 20年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成13年度) 60年 2062/03/31 廃棄 事務室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成13年度) 20年 2022/3/31 廃棄 校⻑室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成13年度) 30年 2032/03/31 廃棄 事務室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成13年度) 60年 2062/03/31 廃棄 職員室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成13年度) 30年 2032/03/31 廃棄 職員室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2001年度 教育学部⻑ 2002/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2001年度 アイソトープ総合センター⻑ 2002/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2001年度 アイソトープ総合センター⻑ 2002/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2001年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2002/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2001年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2002/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成13年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2001年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2002/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和47年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2002年度 医学部附属病院総務課⻑ 2003/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成14年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2002年度 医学部附属病院総務課⻑ 2003/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成14年度) 20年 2023/03/31 廃棄 事務室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成14年度) 30年 2033/03/31 廃棄 事務室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成14年度) 60年 2063/03/31 廃棄 事務室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成14年度) 20年 2023/3/31 廃棄 学習記録室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成14年度) 60年 2063/03/31 廃棄 職員室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成14年度) 20年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成14年度) 60年 2063/03/31 廃棄 事務室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成14年度) 20年 2023/3/31 廃棄 校⻑室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成14年度) 30年 2033/03/31 廃棄 事務室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成14年度) 60年 2063/03/31 廃棄 職員室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成14年度) 30年 2033/03/31 廃棄 職員室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2002年度 教育学部⻑ 2003/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2002年度 アイソトープ総合センター⻑ 2003/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2002年度 アイソトープ総合センター⻑ 2003/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 承認使⽤に係る変更承認申請書(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2002年度 アイソトープ総合センター⻑ 2003/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 放射線取扱主任者選任届(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2002年度 アイソトープ総合センター⻑ 2003/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2002年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2003/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成14年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2002年度 アイソトープ理⼯系実験施設⻑ 2003/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成14年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 図書室 2002年度 ⼯学部⻑ 2003/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成14年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 図書室 2002年度 ⼯学部⻑ 2003/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

評価室 企画係 会議 組織調整委員会関係(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部企画広報室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 調査報告 ⼤学改⾰の進捗状況等(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部企画広報室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 会議 法⼈化準備委員会⽬標評価等作業部会(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部企画広報室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 会議 点検評価委員会関係(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部企画広報室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 調査報告
⼤学評価・学位授与機構平成13年度に着⼿する⼤学評価①
(平成15年度)

10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部企画広報室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 調査報告
⼤学評価・学位授与機構平成13年度に着⼿する⼤学評価②
(平成15年度)

10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部企画広報室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 ⾦沢⼤学⼊学宣誓式(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 学位記･修了証書授与式(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 総務部総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 会議 総合移転実施特別委員会関係(平成5年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 経理部企画調査課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 会議 総合移転実施特別委員会関係(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 経理部企画調査課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 会議 総合移転実施特別委員会議事要録(平成5年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 経理部企画調査課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 会議 総合移転実施特別委員会議事要録(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 経理部企画調査課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

外国語教育研究セン
ター ＿ 会議 将来計画構想委員会関係(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 学⽣部共通教育室⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 図書館委員会(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 附属図書館情報管理課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

資料館 ＿ 会議 資料館委員会(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 情報部情報企画課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 臨床研修係 会議 卒後臨床研修センター専⾨委員会関係(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 医学部附属病院総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 臨床研修係 会議 卒後臨床研修センター運営委員会関係(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 医学部附属病院総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員関係綴(平成15年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 医学部附属病院総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学部会議事要録(平成5年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 理学部⻑ 1994/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 学部会議事要録(平成15年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2003年度 理学部⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和48年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2003年度 医学部附属病院総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(平成15年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2003年度 医学部附属病院総務課⻑ 2004/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成15年度) 10年 2029/03/31 廃棄 資料室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑10年

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成15年度) 20年 2024/03/31 廃棄 事務室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成15年度) 30年 2034/03/31 廃棄 事務室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成15年度) 60年 2064/03/31 廃棄 事務室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成15年度) 20年 2024/3/31 廃棄 学習記録室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成15年度) 60年 2064/03/31 廃棄 職員室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成15年度) 20年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成15年度) 60年 2064/03/31 廃棄 事務室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成15年度) 30年 2034/03/31 廃棄 事務室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成15年度) 20年 2024/3/31 廃棄 校⻑室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成15年度) 60年 2064/03/31 廃棄 職員室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成15年度) 30年 2034/03/31 廃棄 職員室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2003年度 教育学部⻑ 2004/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2003年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2004/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ総合研究
施設

＿ 管理 個⼈被ばく線量測定記録(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2003年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2004/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 健康診断の記録(健康診断省略記録)(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2003年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2004/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

学際科学実験センター
アイソトープ理⼯系研
究施設

＿ 管理 個⼈放射線被ばく線量測定記録(平成15年度) 永年 9999/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2003年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2004/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成15年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 図書室 2003年度 ⼯学部⻑ 2004/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成15年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 図書室 2003年度 ⼯学部⻑ 2004/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

評価室 評価係 調査報告
⼤学評価・学位授与機構平成14年度に着⼿する⼤学評価①
(平成16年度)

10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2004年度 総務部企画課⻑ 2005/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 調査報告
⼤学評価・学位授与機構平成14年度に着⼿する⼤学評価②
(平成16年度)

10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2004年度 総務部企画課⻑ 2005/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 調査報告
⼤学評価・学位授与機構試⾏的評価の⽅法及び効果等に関
するアンケート平成16年7⽉実施(平成16年度)

10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2004年度 総務部企画課⻑ 2005/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

資料館 ＿ 会議 資料館委員会(平成16年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2004年度 情報部情報企画課⻑ 2005/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和49年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2004年度 医学部附属病院総務課⻑ 2005/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成16年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2004年度 病院部病院総務課⻑ 2005/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

教育 博⼠論⽂(平成16年度) 10年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2004年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2005/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成16年度) 5年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2004年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2005/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

研究 外部機関に提出した報告書(平成16年度) 5年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2004年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2005/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

教育 学年末･中間試験問題(平成16年度) 5年 2025/03/31 廃棄 研究室 2004年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2005/04/01
その他（業務
⽤ＰＣ）

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

管理 講座内予算書，決算書(平成16年度) 5年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2004年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2005/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

教育 博⼠論⽂(平成6年度) 10年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2004年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2005/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成16年度) 20年 2025/03/31 廃棄 事務室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成16年度) 30年 2035/03/31 廃棄 事務室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成16年度) 60年 2065/03/31 廃棄 事務室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成16年度) 20年 2025/3/31 廃棄 学習記録室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成16年度) 60年 2065/03/31 廃棄 職員室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 研究室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成16年度) 20年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成16年度) 60年 2065/03/31 廃棄 事務室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成16年度) 20年 2025/3/31 廃棄 校⻑室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

25 / 125 ページ
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教育学部附属学校 特別⽀援学校 管理 消防署⽴⼊検査通知書(結果通知書)(平成16年度) 30年 2035/03/31 廃棄 事務室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成16年度) 60年 2065/03/31 廃棄 職員室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成16年度) 30年 2035/03/31 廃棄 職員室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成16年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2004年度 教育学部⻑ 2005/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員関係綴(平成7年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2005年度 医学部附属病院総務課⻑ 2006/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 図書館委員会(平成17年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2005年度 情報部情報企画課⻑ 2006/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成17年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2005年度 病院部病院総務課⻑ 2006/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成17年度) 20年 2026/03/31 廃棄 事務室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成17年度) 30年 2036/03/31 廃棄 事務室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成17年度) 60年 2066/03/31 廃棄 事務室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成17年度) 20年 2026/3/31 廃棄 学習記録室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成17年度) 60年 2066/03/31 廃棄 職員室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成17年度) 20年 2026/03/31 廃棄 校⻑室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成17年度) 60年 2066/03/31 廃棄 事務室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成17年度) 20年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成17年度) 60年 2066/03/31 廃棄 職員室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成17年度) 30年 2036/03/31 廃棄 職員室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成17年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2005年度 教育学部⻑ 2006/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成17年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2005年度 ⼯学部⻑ 2006/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成17年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2005年度 ⼯学部⻑ 2006/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和51年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2006年度 医学部附属病院総務課⻑ 2007/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成18年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2006年度 病院部病院総務課⻑ 2007/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院企画会議関係(平成18年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2006年度 病院部病院総務課⻑ 2007/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

教育 博⼠論⽂(平成18年度) 10年 2027/03/31 廃棄 秘書室 2006年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2007/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医学系研究科･医学部
(医学科)

恒常性制御学
(内科学第⼀)
研究分野

教育 博⼠論⽂(平成8年度) 10年 2027/03/31 廃棄 秘書室 2006年度
医学系研究科（医学部医学科） 分野
等主任

2007/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成18年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 部局延⻑５年

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成18年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 部局延⻑５年

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成18年度) 20年 2027/03/31 廃棄 事務室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成18年度) 30年 2037/03/31 廃棄 事務室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成18年度) 60年 2067/03/31 廃棄 事務室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成18年度) 20年 2027/3/31 廃棄 学習記録室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成18年度) 60年 2067/03/31 廃棄 職員室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成18年度) 20年 2027/03/31 廃棄 校⻑室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成18年度) 60年 2067/03/31 廃棄 事務室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成18年度) 20年 2027/3/31 廃棄 校⻑室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成18年度) 60年 2067/03/31 廃棄 職員室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成18年度) 30年 2037/03/31 廃棄 職員室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成18年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部 家庭教室 教育 博⼠論⽂(平成8年度) 10年 2022/03/31 廃棄 書庫 2006年度 教育学部⻑ 2007/04/01 紙 ⼈間社会学域学校教育学類⻑ 部局延⻑5年

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成18年度) 20年 2027/03/31 廃棄 事務室 2006年度 薬剤部⻑ 2007/04/01 紙 薬剤部⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成18年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2006年度 ⼯学部⻑ 2007/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成18年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2006年度 ⼯学部⻑ 2007/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和52年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2007年度 医学部附属病院総務課⻑ 2008/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成19年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2007年度 病院部総務課⻑ 2008/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院企画会議関係(平成19年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2007年度 病院部総務課⻑ 2008/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育学部附属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成19年度) 20年 2028/03/31 廃棄 事務室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成19年度) 30年 2038/03/31 廃棄 事務室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成19年度) 60年 2068/03/31 廃棄 事務室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成19年度) 20年 2028/3/31 廃棄 学習記録室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成19年度) 60年 2068/03/31 廃棄 職員室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成19年度) 20年 2028/03/31 廃棄 校⻑室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 服務 出勤簿(平成19年度) 60年 2068/03/31 廃棄 事務室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成19年度) 20年 2028/3/31 廃棄 校⻑室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育学部附属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成19年度) 60年 2068/03/31 廃棄 職員室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成19年度) 30年 2038/03/31 廃棄 職員室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育学部附属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成19年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2007年度 教育学部⻑ 2008/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成19年度) 20年 2028/03/31 廃棄 事務室 2007年度 薬剤部⻑ 2008/04/01 紙 薬剤部⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成19年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2007年度 ⼯学部⻑ 2008/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成19年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2007年度 ⼯学部⻑ 2008/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成14年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2007年度 ⼯学部⻑ 2008/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成19年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2007年度 ⼯学部⻑ 2008/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成19年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2007年度 ⼯学部⻑ 2008/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成14年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2007年度 ⼯学部⻑ 2008/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

評価室 企画係 庶務 国⽴⼤学法⼈評価委員会関係(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 調査報告 ⼤学改⾰の進捗状況等(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務 年度計画(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務 教育評価等検討委員会(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務
事業年度業務実績報告-中期⽬標期間(平成16〜19事業年
度)に係る業務の実績に関する報告書(平成20年度)

10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 調査報告 平成20年度⾃⼰点検評価(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 庶務 第⼆期中期⽬標・中期計画関係(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 評価室次⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 学位記・修了証書授与式(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 総務部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 ⾦沢⼤学⼊学宣誓式及び⼤学院⼊学宣誓式(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 総務部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 調査報告 学校基本調査(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 総務部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 ⽣涯学習係 管理 サテライト・プラザ開設に係る申請関係(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 総務部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 ⽣涯学習係 ⾏事 北陸4⼤学連携まちなかセミナー関係(平成20年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 総務部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 会議 総合移転実施特別委員会議事要録(平成10年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 経理部企画調査課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 財務総括係 会議 総合移転実施特別委員会関係(平成10年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 経理部企画調査課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 予算係 予算 定員関係(平成10年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 経理部主計課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

財務部財務企画課 予算係 予算 歳出概算要求書及び附属資料(平成10年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 経理部主計課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

研究国際部学術国際課
国際学術協⼒
係

会議 国際委員会(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 研究国際部学術国際課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学⽣部学務課 留学⽣第⼀係 交流 ⽯川地域留学⽣交流推進会議(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 学⽣部学務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 ⾏事 暁烏⽂庫記念式典関係(平成20年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 情報部情報企画課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 図書館委員会(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 情報部情報企画課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

資料館 ＿ 会議 資料館委員会(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 情報部情報企画課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 情報企画係 会議 情報企画会議(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 情報部情報企画課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総合メディア基盤セン
ター ＿ 会議 総合メディア基盤センター教員会議議事要録(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 総合メディア基盤センター⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 臨床研修係 会議 卒後臨床研修センター専⾨委員会関係(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 病院部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員・現員表(平成20年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 病院部病院総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員関係綴(平成20年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 病院部病院総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員関係綴(平成10年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 医学部附属病院総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員･現員表(平成10年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 医学部附属病院総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員･現員表(平成15年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 医学部附属病院総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部総務
課 総務第⼆係 会議 極低温研究室委員会関係(平成15年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 理学部⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

⾓間南地区事務部学⽣
課 ⼤学院係 会議 ⾃然科学研究科会議代議員会(平成20年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 ⾓間南地区事務部学⽣課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 保健学系拡⼤会議(平成20年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 宝町地区事務部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 薬学総務係 会議
⾦沢⼤学⼤学院⾃然科学研究科薬学系分科会議事録(平成
10年度)

10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 薬学部･がん研究所⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 薬学総務係 会議 ⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成10年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料館 2008年度 薬学部･がん研究所⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 科⻑会議事録(昭和53年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2008年度 医学部附属病院総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成20年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2008年度 病院部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院企画会議関係(平成20年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2008年度 病院部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医療 会議 病院執⾏部会議（平成２０年度） 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2008年度 病院部総務課⻑ 2009/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 ⾏事 修学旅⾏・現地学習の記録(平成20年度) 5年 2049/03/31 廃棄 資料室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 ⾏事 ⾏事予定表(平成20年度) 5年 2049/03/31 廃棄 事務室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成20年度) 10年 2029/03/31 廃棄 資料室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑10年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成20年度) 20年 2029/03/31 廃棄 事務室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成20年度) 30年 2039/03/31 廃棄 事務室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成20年度) 60年 2069/03/31 廃棄 事務室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2008年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成20年度) 20年 2029/3/31 廃棄 学習記録室 2008年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2008年度 教育学部⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成20年度) 60年 2069/03/31 廃棄 職員室 2008年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2008年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成20年度) 20年 2029/03/31 廃棄 校⻑室 2008年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 服務 出勤簿(平成20年度) 60年 2069/03/31 廃棄 事務室 2008年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学校教育学類付属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2008年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成20年度) 20年 2029/3/31 廃棄 校⻑室 2008年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

学校教育学類付属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2008年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成20年度) 60年 2069/03/31 廃棄 職員室 2008年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成20年度) 30年 2039/03/31 廃棄 職員室 2008年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成20年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2008年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2009/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成20年度) 20年 2029/03/31 廃棄 事務室 2008年度 薬剤部⻑ 2009/04/01 紙 薬剤部⻑

⼯学部
情報システム
⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成15年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2008年度 ⼯学部⻑ 2009/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成10年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2008年度 ⼯学部⻑ 2009/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 修⼠論⽂(平成15年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2008年度 ⼯学部⻑ 2009/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

⼯学部
電気電⼦シス
テム⼯学科

教育 博⼠論⽂(平成10年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2008年度 ⼯学部⻑ 2009/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

評価室 企画係 庶務 国⽴⼤学法⼈評価委員会関係(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 調査報告 ⼤学改⾰の進捗状況等(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務 年度計画(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務 教育評価等検討委員会(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務 業務実績中間報告関係(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期⽬標期間に係
る業務の実績に関する報告書（平成21年度）

10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 庶務 第⼆期中期⽬標・中期計画関係No.1(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 庶務 第⼆期中期⽬標・中期計画関係No.2(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 評価室次⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 調査報告 学校基本調査(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 総務部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 会議 総務企画会議(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 総務部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 学位記・修了証書授与式(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 総務部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 ⾦沢⼤学⼊学宣誓式及び⼤学院⼊学宣誓式(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 総務部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 情報企画会議議事要録（平成21年度） 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 情報部情報企画課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 図書館委員会(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 情報部情報企画課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

資料館 ＿ 会議 資料館委員会(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 情報部情報企画課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

総合メディア基盤セン
ター ＿ 会議 総合メディア基盤センター教員会議議事要録(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 総合メディア基盤センター⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 ⼈事係 任⽤ 定員関係綴(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 病院部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

病院部総務課 臨床研修係 会議 卒後臨床研修センター運営委員会関係(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 病院部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部総務課 保健総務係 会議 博⼠課程委員会(平成21年度) 10年 2023/3/31 廃棄 資料館 2009年度 宝町地区事務部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成21年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2009年度 病院部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院企画会議関係(平成21年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2009年度 病院部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医療 会議 病院執⾏部会議（平成２１年度） 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2009年度 病院部総務課⻑ 2010/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医薬保健学域医学類
（医学系研究科）

恒常性制御学
（内科学第
⼀）研究分野

管理 講座内予算書，決算書(平成21年度) 5年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2009年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2010/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医薬保健学域医学類
（医学系研究科）

恒常性制御学
（内科学第
⼀）研究分野

教育 学年末・中間試験問題(平成21年度) 5年 2025/03/31 廃棄 研究室 2009年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2010/04/01
その他（業務
⽤ＰＣ）

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医薬保健学域医学類
（医学系研究科）

恒常性制御学
（内科学第
⼀）研究分野

研究 外部機関に提出した報告書(平成21年度) 5年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2009年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2010/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

医薬保健学域医学類
（医学系研究科）

恒常性制御学
（内科学第
⼀）研究分野

研究 各種助成⾦に関する申請書(平成21年度)(平成21年度) 5年 2025/03/31 廃棄 秘書室 2009年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2010/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成21年度) 10年 2030/3/31 廃棄 資料室 2009年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑10年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成21年度) 20年 2030/03/31 廃棄 事務室 2009年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成21年度) 30年 2040/03/31 廃棄 事務室 2009年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成21年度) 60年 2070/03/31 廃棄 事務室 2009年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2009年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成21年度) 20年 2030/3/31 廃棄 学習記録室 2009年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2009年度 教育学部⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 服務 出勤簿(平成21年度) 60年 2070/03/31 廃棄 職員室 2009年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2009年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成21年度) 20年 2030/03/31 廃棄 校⻑室 2009年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 服務 出勤簿(平成21年度) 60年 2070/03/31 廃棄 事務室 2009年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2009年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成21年度) 20年 2030/3/31 廃棄 校⻑室 2009年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

学校教育学類付属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2009年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学校教育学類付属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成21年度) 60年 2070/03/31 廃棄 職員室 2009年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成21年度) 30年 2040/03/31 廃棄 職員室 2009年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成21年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2009年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2010/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成21年度) 20年 2030/03/31 廃棄 事務室 2009年度 薬剤部⻑ 2010/04/01 紙 薬剤部⻑

評価室 企画係 会議 全学教員評価委員会(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 評価室次⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 庶務 年度計画(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 評価室次⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 企画係 会議 企画評価会議(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 評価室次⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 庶務 業務実績中間報告関係(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 評価室次⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 庶務
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期⽬標期間に係
る業務の実績に関する報告書(平成22年度)

10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 評価室次⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

評価室 評価係 庶務 事業報告書(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 評価室次⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 調査報告 学校基本調査(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 総務部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 会議 総務企画会議(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 総務部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 学位記・修了証書授与式(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 総務部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 総務係 ⾏事 ⼊学宣誓式及び⼤学院⼊学宣誓式(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 総務部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総務部総務課 法規・調査係 調査報告 公⽂書等の管理に関する照会・連絡（平成22年度） 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 総務部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

研究国際部学術国際課
国際学術協⼒
係

会議 国際委員会(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 研究国際部学術国際課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 図書館委員会(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 情報部情報企画課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 総務係 会議 情報企画会議議事要録（平成22年度） 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 情報部情報企画課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

資料館 ＿ 会議 資料館委員会(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 情報部情報企画課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

情報部情報企画課 情報化推進係 会議 情報戦略本部会議(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 情報部情報企画課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

総合メディア基盤セン
ター ＿ 会議 総合メディア基盤センター教員会議議事要録(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 総合メディア基盤センター⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院運営委員会関係(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 病院部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 病院企画会議関係(平成22年度) 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 病院部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医療 会議 病院執⾏部会議（平成２２年度） 10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 病院部総務課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

宝町地区事務部学⽣課 医学学務係 会議
連合⼤学院(⼩児発達学研究科)(会議)関係綴（平成22年
度）

10年 2024/3/31 廃棄 資料館 2010年度 宝町地区事務部学⽣課⻑ 2011/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 教官会議録(平成22年度) 10年 2051/3/31 廃棄 事務室 2010年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 会議 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成22年度) 10年 2031/3/31 廃棄 資料室 2010年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑10年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 ⾏事 開校記念式典，祭関係資料(平成22年度) 10年 2051/3/31 廃棄 資料室 2010年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 服務 出勤簿(平成22年度) 60年 2071/03/31 廃棄 事務室 2010年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⾼等学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2010年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成22年度) 20年 2031/3/31 廃棄 学習記録室 2010年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2010年度 教育学部⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2010年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成22年度) 20年 2031/03/31 廃棄 校⻑室 2010年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 服務 出勤簿(平成22年度) 60年 2071/03/31 廃棄 事務室 2010年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 中学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2010年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

学校教育学類付属学校 特別⽀援学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成22年度) 20年 2031/3/31 廃棄 校⻑室 2010年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

学校教育学類付属学校 特別⽀援学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2010年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 服務 出勤簿(平成22年度) 60年 2071/03/31 廃棄 職員室 2010年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成22年度) 30年 2041/03/31 廃棄 職員室 2010年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

学校教育学類付属学校 幼稚園 学籍 保育証書交付原簿(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2010年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2011/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

理⼯学域
⾃然システム
学類

教育 【物質⼯学専攻】卒業論⽂(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 教員室 2010年度 理⼯学域⻑ 2011/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

理⼯学域
⾃然システム
学類

教育 【物質⼯学専攻】修⼠論⽂(平成22年度) 永年 9999/03/31 廃棄 教員室 2010年度 理⼯学域⻑ 2011/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

理⼯学域
⾃然システム
学類

会議 ⼈事(昇任)発議に関する学内申し合わせ 永年 9999/03/31 廃棄 教員室 2010年度 理⼯学域⻑ 2011/04/01
その他（業務
⽤ＰＣ）

理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２３年度実施分） 10年 2022/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2011年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2012/04/01 USB 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 研究室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成23年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成23年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 学科構成員名簿(平成23年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成23年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成23年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 委員名簿(平成23年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 講座内予算書，決算書(平成23年度) 5年 2022/03/31 廃棄 図書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑5年

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 論⽂博⼠(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成23年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑5年

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成23年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑5年

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 研究室 2011年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2012/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 会議 教官会議録(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教務 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦関係(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

管理運営 ⾏事 開校記念式典，祭関係資料(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 資料室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 管理運営部会記録(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成23年度) 20年 2032/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成23年度) 60年 2072/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教務 学籍 卒業証書授与原簿(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2011年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成23年度) 20年 2032/3/31 廃棄 学習記録室 2011年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2011年度 教育学部⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 書庫 2011年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成23年度) 20年 2032/03/31 廃棄 校⻑室 2011年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成23年度) 60年 2072/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2011年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成23年度) 20年 2032/3/31 廃棄 校⻑室 2011年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2011年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 外部評価(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

管理運営 ⾏事 修了関係(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成23年度) 60年 2072/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成23年度) 30年 2042/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教務 学籍 保育証書交付原簿(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2011年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2012/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄
⽣理⼼理学実験室
（3101）

2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成23年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 部局延⻑5年

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成23年度） 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成23年度） 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑ 2012/04/01 紙 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成23年度) 20年 2032/03/31 廃棄 事務室 2011年度 薬剤部⻑ 2012/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 事務室 2011年度 薬剤部⻑（教授） 2012/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⼈事 服務 出勤簿(平成23年度) 60年 2072/03/31 廃棄 保健管理センター 2011年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2012/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成23年度) 30年 2042/03/31 廃棄 保健管理センター 2011年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2012/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任免 審査委員会(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2011年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2012/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2011年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2012/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成23年度) 10年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2011年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2012/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教育・研究 教育 【物質⼯学専攻】修⼠論⽂(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 教員室 2011年度 理⼯学域⻑ 2012/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

教育・研究 教育 【物質科学専攻】博⼠論⽂(平成23年度) 永年 9999/03/31 廃棄 教員室 2011年度 理⼯学域⻑ 2012/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

教育・研究 教育
【⾃然システム学類 物質循環⼯学コース】卒業論⽂(平成
23年度)

永年 9999/03/31 廃棄 教員室 2011年度 理⼯学域⻑ 2012/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書（平成23年度） 10年 2022/03/31 廃棄 教員室 2011年度 理⼯学域⻑ 2012/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２４年度実施分） 10年 2023/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2012年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2013/04/01 USB 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 研究室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 委員名簿(平成24年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成24年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成24年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 学科構成員名簿(平成24年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成24年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成24年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 論⽂博⼠(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成24年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

保存期間延4年

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成24年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

保存期間延4年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 研究室 2012年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2013/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 会議 教官会議録(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教務 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦関係(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 研究室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

管理運営 ⾏事 開校記念式典，祭関係資料(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 資料室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 管理運営部会記録(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成24年度) 20年 2033/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成24年度) 60年 2073/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教務 学籍 卒業証書授与原簿(平成24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2012年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成24年度) 20年 2033/3/31 廃棄 学習記録室 2012年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2012年度 教育学部⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 書庫 2012年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成24年度) 20年 2033/03/31 廃棄 校⻑室 2012年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成24年度) 60年 2073/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2012年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成24年度) 20年 2033/3/31 廃棄 校⻑室 2012年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2012年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 外部評価(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

管理運営 ⾏事 修了関係(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⼈事 服務 出勤簿(平成24年度) 60年 2073/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成24年度) 30年 2043/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教務 学籍 保育証書交付原簿(平成24年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2012年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2013/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成24年度） 10年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑ 2013/04/01 紙 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成24年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2012年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2013/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成24年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2012年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2013/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成24年度) 20年 2033/03/31 廃棄 事務室 2012年度 薬剤部⻑ 2013/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 事務室 2012年度 薬剤部⻑（教授） 2013/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2012年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2013/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2012年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2013/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成24年度) 60年 2073/03/31 廃棄 保健管理センター 2012年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2013/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成24年度) 30年 2043/03/31 廃棄 保健管理センター 2012年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2013/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任免 審査委員会(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2012年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2013/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成24年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2013/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑５年

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成24年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2013/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑５年

教育・研究 管理 電⼦情報学類内予算（平成24年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2012年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2013/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑５年

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成24年度) 10年 2023/03/31 廃棄 各研究室 2012年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2013/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２５年度実施分） 10年 2024/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2013年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2014/04/01 USB 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

管理運営 管理
⼤学コンソーシアム⽯川地域連携専⾨部会関係(平成25年
度)

5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 総務部総務課⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 ⾏事 北陸4⼤学連携まちなかセミナー関係(平成25年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 総務部総務課⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 ⾏事 留学⽣ホームカミングデー関係（平成25年度） 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 国際機構⽀援室⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育・研究 留学⽣ 留学⽣実地⾒学研修(平成25年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 国際機構⽀援室⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育・研究 留学⽣ 留学⽣センター教員会議(平成25年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 国際機構⽀援室⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

医療 会議 看護師確保緊急対策本部（平成25年度） 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 病院部総務課⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 庶務 学校評議員(平成25年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度 ⼈間社会系事務部総務課⻑ 2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 ⾏事 ⽩⾐式（薬学系）（平成25年度） 5年 2022/03/31 廃棄 資料館 2013年度
医薬保健系事務部薬学・がん研⽀援課
⻑

2014/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(平成25年度) 1年 2025/03/31 廃棄 研究室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

部局延⻑10年

教育・研究 管理 委員名簿(平成25年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成25年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成25年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 学科構成員名簿(平成25年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成25年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成25年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成25年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

保存期間延⻑５年

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成25年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2013年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2014/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

保存期間延⻑５年

附属学校 教育 修学旅⾏・現地学習の記録(平成25年度) 5年 2049/03/31 廃棄 資料室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

附属学校 会議 教官会議録(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 事務室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 事務室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 開校記念式典資料(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 資料室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 研究室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成25年度) 20年 2034/03/31 廃棄 事務室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成25年度) 60年 2074/03/31 廃棄 事務室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2013年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成25年度) 20年 2034/3/31 廃棄 学習記録室 2013年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2013年度 教育学部⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 書庫 2013年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成25年度) 20年 2034/03/31 廃棄 校⻑室 2013年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成25年度) 60年 2074/03/31 廃棄 事務室 2013年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2013年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 会議 職員会議資料(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成25年度) 20年 2034/3/31 廃棄 校⻑室 2013年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2013年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 外部評価(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 修了式(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成25年度) 60年 2074/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成25年度) 30年 2044/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿(平成25年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2013年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2014/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成25年度） 10年 2024/03/31 廃棄 教員室 2013年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2014/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成25年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2013年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成25年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2013年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成25年度) 20年 2034/03/31 廃棄 事務室 2013年度 薬剤部⻑ 2014/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 事務室 2013年度 薬剤部⻑（教授） 2014/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

⼈事 服務 出勤簿(平成25年度) 60年 2074/03/31 廃棄 保健管理センター 2013年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2014/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任免 審査委員会(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2013年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2014/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2013年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2014/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成25年度) 30年 2044/03/31 廃棄 保健管理センター 2013年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2014/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2013年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2014/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 事務打合せ会(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2013年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2014/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成25年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2013年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑5年

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成25年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2013年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑5年

教育・研究 管理 電⼦情報学類系会議（平成25年度） 10年 2024/03/31 廃棄 教員室 2013年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 ⼈事 電⼦情報系会議（⼈事）（平成25年度） 5年 2024/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2013年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑5年

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成25年度) 10年 2024/03/31 廃棄 各研究室 2013年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2014/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２６年度実施分） 10年 2025/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2014年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2015/04/01 紙＋USB 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

管理運営 経理 ⾦沢⼤学基⾦⽉例報告（平成26年度） 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 基⾦室次⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 組織部会(平成26年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 総務部総務課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 ⼤学コンソーシアム⽯川(平成26年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 総務部総務課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 管理 東京事務所(平成26年度） 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 総務部総務課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教務 教育 ⾦⼤祭(平成26年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教務 教育 北陸地区国⽴⼤学体育⼤会(平成26年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 庶務 平成26年度 学校評議員 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 ⼈間社会系事務部総務課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 教育 卒業⽣進路状況(平成26年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成26年度) 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2015/04/01 共有Server内 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 保健学系拡⼤会議（平成26年度） 5年 2023/3/31 廃棄 資料館 2014年度 医薬保健系事務部総務課⻑ 2015/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教育・研究 会議 環境デザイン学系会議議事要旨（平成26年度） 10年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2014年度 環境デザイン学系⻑ 2015/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 ⼈事 環境デザイン学系教員選考資料（平成26年度） 10年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2014年度 環境デザイン学系⻑ 2015/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種助成⾦に関する申請書(平成26年度)(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 学科構成員名簿(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成26年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2014年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2015/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 教育 修学旅⾏・現地学習の記録(平成26年度) 5年 2050/3/31 廃棄 資料室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

附属学校 会議 教官会議録(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 事務室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 事務室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 開校記念式典資料(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 資料室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 研究室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成26年度) 20年 2035/03/31 廃棄 事務室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 服務 出勤簿(平成26年度) 60年 2075/03/31 廃棄 事務室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2014年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成26年度) 20年 2035/3/31 廃棄 学習記録室 2014年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2014年度 教育学部⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 書庫 2014年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成26年度) 20年 2035/03/31 廃棄 校⻑室 2014年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成26年度) 60年 2075/03/31 廃棄 事務室 2014年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2014年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成26年度) 20年 2035/3/31 廃棄 校⻑室 2014年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2014年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 外部評価(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 修了式(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成26年度) 60年 2075/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成26年度) 30年 2045/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿(平成26年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2014年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2015/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成26年度） 10年 2025/03/31 廃棄 教員室 2014年度 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑ 2015/04/01 紙 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成26年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2014年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成26年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2014年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成26年度) 20年 2035/03/31 廃棄 事務室 2014年度 薬剤部⻑ 2015/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 事務室 2014年度 薬剤部⻑（教授） 2015/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

⼈事 服務 出勤簿(平成26年度) 60年 2075/03/31 廃棄 保健管理センター 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

管理運営 会議 教員会議(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 保健管理センター 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任免 審査委員会(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 保健管理センター 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 保健管理センター 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成26年度) 30年 2045/03/31 廃棄 保健管理センター 2014年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2015/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成26年度） 5年 2025/03/31 廃棄 教員室 2014年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成26年度） 5年 2025/03/31 廃棄 教員室 2014年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（平成26年度） 10年 2025/03/31 廃棄 教員室 2014年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報系会議（⼈事）（平成26年度） 5年 2025/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2014年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 教育 ⼊試問題・答案(編⼊学試験，⼤学院⼊試) 10年 2025/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2014年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成26年度) 10年 2025/03/31 廃棄 各研究室 2014年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2015/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２７年度実施分） 10年 2026/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2015年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 留学⽣ 国際交流会館在寮状況・貸与状況報告書（平成27年度） 3年 2022/03/31 廃棄 資料館 2015年度 国際機構⽀援室⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 役員等懇談会 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 総務部総務課⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 ⾏事 留学⽣ホームカミングデー関係（平成27年度） 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 国際機構⽀援室⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教務 会議 学⽣⽣活委員会 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教務 教育 ⾦⼤祭(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教務 教育 学⽣団体結成届(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 ⾏事 ⼊園式(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 教育 修学旅⾏⽂書(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 教育 年間⾏事予定表(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 教育 運動会(体育祭)・表現会⽂書(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

附属学校 ⾏事 ⼊学式・卒業式(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

教務 ⾏事 2015 医学展 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 医薬保健系事務部学⽣課⻑ 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 ⾏事 ⽩⾐式（薬学系）（平成27年度） 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度
医薬保健系事務部薬学・がん研⽀援課
⻑

2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 グローバル⼈材育成推進機構・機構運営会議(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度
グローバル⼈材育成推進機構教育政策
室⻑

2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年

管理運営 会議 ⼤学改⾰推進委員会(平成27年度) 5年 2024/3/31 廃棄 資料館 2015年度 ⼤学改⾰推進室室⻑代理 2016/04/01 紙 資料館⻑ 資料館延⻑3年
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 会議 環境デザイン学系会議議事要旨（平成27年度） 10年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2015年度 環境デザイン学系⻑ 2016/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 ⼈事 環境デザイン学系教員選考資料（平成27年度） 10年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2015年度 環境デザイン学系⻑ 2016/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種助成⾦に関する申請書(平成27年度)(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 学科構成員名簿(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成27年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2015年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2016/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 教育 修学旅⾏・現地学習の記録(平成27年度) 5年 2051/3/31 廃棄 資料室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

附属学校 教育 特別合同授業の記録(平成27年度) 5年 2051/3/31 廃棄 資料室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 延⻑30年

附属学校 会議 教官会議録(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 事務室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 事務室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 開校記念式典資料(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 資料室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 研究室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成27年度) 20年 2036/03/31 廃棄 事務室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成27年度) 60年 2076/03/31 廃棄 事務室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2015年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成27年度) 20年 2036/3/31 廃棄 学習記録室 2015年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2015年度 教育学部⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 書庫 2015年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成27年度) 20年 2036/03/31 廃棄 校⻑室 2015年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 服務 出勤簿(平成27年度) 60年 2076/03/31 廃棄 事務室 2015年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2015年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成27年度) 20年 2036/3/31 廃棄 校⻑室 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2015年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 外部評価(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 修了式(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成27年度) 60年 2076/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成27年度) 30年 2046/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿(平成27年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2015年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2016/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 教育 労使関係法（法務研）答案・成績⼀覧（平成23年度） 6年 2022/03/31 廃棄 教員室 2015年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2016/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育
答案・成績⼀覧（雇⽤関係法，社会法⼊⾨）（平成23年
度）

7年 2023/03/31 廃棄 教員室 2015年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2016/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成２７年度） 10年 2026/03/31 廃棄 教員室 2015年度 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑ 2016/04/01 紙 ⼈間社会研究域歴史⾔語⽂化学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成27年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2015年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成27年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2015年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 事務室 2015年度 附属病院⾎液浄化療法部⻑ 2016/04/01 紙 附属病院⾎液浄化療法部⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成27年度) 20年 2036/03/31 廃棄 事務室 2015年度 薬剤部⻑ 2016/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 事務室 2015年度 薬剤部⻑（教授） 2016/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

⼈事 任免 審査委員会(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 保健管理センター 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 保健管理センター 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成27年度) 30年 2046/03/31 廃棄 保健管理センター 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成27年度) 60年 2076/03/31 廃棄 保健管理センター 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 保健管理センター 2015年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2016/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 ⼊試
2016年度（平成28年度）⾃然システム学専攻博⼠前期課
程試験問題⼀式（⽣命システムコース）

5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2015年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑ 保存期間延⻑5年

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成27年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員室 2015年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成27年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員室 2015年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（平成27年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員室 2015年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 会議 電⼦情報系会議（⼈事）（平成27年度） 5年 2026/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2015年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 保存期間延⻑1回5年

教育・研究 教育 ⼊試問題および答案(編⼊学試験，⼤学院⼊試) 10年 2026/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2015年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成27年度) 10年 2026/03/31 廃棄 各研究室 2015年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2016/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２８年度実施分） 10年 2027/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2016年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 予算 環境デザイン学類予算配分資料（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2016年度 環境デザイン学系⻑ 2017/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 会議 環境デザイン学系会議議事要旨（平成28年度） 10年 2027/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2016年度 環境デザイン学系⻑ 2017/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 ⼈事 環境デザイン学系教員選考資料（平成28年度） 10年 2027/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2016年度 環境デザイン学系⻑ 2017/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 会議 環境デザイン学系会議議事要旨（平成28年度） 10年 2027/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2016年度 環境デザイン学系⻑ 2017/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業試験成績(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末･中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究･受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦交付申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦交付申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦交付申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦交付申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 教員任⽤基準・任⽤⼿続(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(平成28年度) 1年 2026/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

保存期間延8年

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 MTA関連⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 アルコール事業法記録簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣⽀援関係資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣進級判定資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 実験廃棄物関連⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 ⼊試関連資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究，受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 留学⽣⽀援関連資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 ⿇薬使⽤簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 覚せい剤原料使⽤簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 覚せい剤使⽤簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 研究室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験答案・レポート(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験問題(講座科⽬分)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2017/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 会議 全国附属連盟研究会記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 全附連⾼校部会研究収録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 学業成績⼀覧表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 転⼊学要項(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 ⼊学のしおり(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 卒業のしおり(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校案内(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校要覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 ⾼校教育研究紀要(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 ⾼校教育研究紀要起案，受領書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 保健指導記録簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 学級保健簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター綴(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 環境美化綴(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒⻭の検査票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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附属学校 管理 薬品購⼊簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 防⽕・防災綴(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⾦⼤附⾼警備・防災記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⾼等学校就学⽀援⾦（申請・報告）(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 修学旅⾏・現地学習の記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路状況(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 特別合同授業の記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⽣徒指導資料(在学者，保護者)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼教官履歴(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼諸⼈事・校務分掌記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 保健⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 学校経営・学校⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 教務⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 郵便切⼿受払簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 郵便発送簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 在学・卒業・卒⾒証明書発⾏簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜に関する資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜学⼒検査問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼤学合否⼀覧表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 推薦⼊学資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 開校記念式典資料(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 資料室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 研究室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成28年度) 20年 2037/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成28年度) 60年 2077/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成28年度) 20年 2037/3/31 廃棄 学習記録室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 教育学部⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 準要保護児童⽣徒認定名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要等受払簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 紀要(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 安全点検(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 避難訓練(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 ⾏事 年間⾏事予定表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書受領証明書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書納⼊指⽰書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書給与児童⽣徒名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 転学児童教科⽤図書給与証明書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 服務 職員連絡網(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 学⽣調査票（⼩学校)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 学級保健簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 児童健康診断票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 児童名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 学籍 ⼊学予定者⼀覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 ⽣徒在籍⼀覧表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校要覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 図書室書庫 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 傷病記録簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 毒物劇物関係⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 理科研究室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 防災計画書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 進路指導資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 時間割(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⾏事 修学旅⾏等関係⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学級⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学校⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 証明 各種証明書発⾏簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 合否判定会議資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⽣徒転出⼊学関係(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 ⼊試 調査書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学願書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試結果⼀覧表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 募集要項(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 書庫 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成28年度) 20年 2037/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成28年度) 60年 2077/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 各種委員会等議事録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成28年度) 【参考】 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 児童・⽣徒健康診断票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校災害共済給付⾦請求・報告(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 消防設備点検結果報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 ⾃衛消防組織表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 修学旅⾏⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 各種委員会等資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間⾏事予定表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科担任・学級担任⼀覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教育課程(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 合否判定会議資料(⼊学選考記録)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 時間割(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 運動会(体育祭)・表現会⽂書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 ⼊学式・卒業式(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学⽣調査票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習成績⼀覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 証明 ⾝分証明書発⾏台帳(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 児童⽣徒調査書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試(発達調査)問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 学校⽣活調書(平成28年度) 【参考】 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 連絡進学資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 進路指導資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 児童・⽣徒転出⼊書類(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学者台帳(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教職⼤学院関係書類(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学校実習(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成28年度) 20年 2037/3/31 廃棄 校⻑室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成28年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2016年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録）（平成28年度） 20年 2037/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 休暇簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 研究会開催・案内資料(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要受払簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 図書 職員図書⽬録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 転⼊園関係書類(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 健康診断票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園決裁簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園⼿続書類(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 園⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 修了式(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 ⼊園式(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 外部評価(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 幼児名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 会議 教員会議(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 図書 幼児図書⽬録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧受払簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 実習 教育実習関係(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 教育時間表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試関係書類(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 服務 出勤簿（平成28年） 60年 2077/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿（平成28年度） 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2016年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2017/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設⼊退室記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設利⽤申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 汚染状況の測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設⼊退室記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設利⽤申請書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質濃度測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射性物質の汚染状況測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 SPF⼊室記録簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 X線照射装置利⽤記録簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 ⼊退館記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 共有Server内
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 動物⼊舎希望票(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 学年末・中間試験問題(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物研究施設利⽤申込書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物管理⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 系統維持動物飼養届(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 共有Server内
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 ⼿術室・実験室への機材搬⼊申込書(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2016年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2017/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

医療 診療 ⾻髄穿刺報告書（外注） (平成28年度) 30年 2047/03/31 廃棄 事務室 2016年度 ⾎液内科⻑ 2017/04/01 紙 ⾎液内科⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 理科資料室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 理科資料室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 家庭経営学実習室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 家庭教育学実習室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 保育学実習室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄
⼈社1号館301共同研究
室

2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 学年末試験問題（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 学年末試験問題（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 健康教育学実習室 2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成28年度） 10年 2027/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ （平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 住居学実習室 2016年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 刑法Ⅰ（法務研究科）定期試験問題（平成２８年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2017/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 研究 科学研究費申請書（平成２８年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育
定期試験問題・答案（政治学各論A・計量分析）（平成２
８年度）

5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 期末レポート（計量分析実習）（平成２８年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2017/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（平成２７年度後期分） 5年 2022/03/31 廃棄 法学類倉庫 2016年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（平成２８年度前期分） 5年 2022/03/31 廃棄 法学類倉庫 2016年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2017/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成28年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2016年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成28年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2016年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

医療 庶務 給⾷⽇誌(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 附属病院栄養管理部⻑ 2017/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 検⾷簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 附属病院栄養管理部⻑ 2017/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 予定献⽴表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 書庫 2016年度 附属病院栄養管理部⻑ 2017/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 実施献⽴表(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 附属病院栄養管理部⻑ 2017/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 病院給⾷施設栄養報告(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 附属病院栄養管理部⻑ 2017/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 事務室 2016年度 附属病院⾎液浄化療法部⻑ 2017/04/01 紙 附属病院⾎液浄化療法部⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成28年度) 20年 2037/03/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑ 2017/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 薬剤管理指導記録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑ 2017/04/01
薬剤部⾨
Server内

薬剤部⻑

医療 会議 薬剤部主任会議関連⽂書(平成28年度) 10年 2027/3/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑ 2017/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 教育 学⽣名簿･住所録(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑（教授） 2017/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑（教授）

医療 教育 修⼠論⽂(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑（教授） 2017/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

医療 教育 卒業論⽂(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑（教授） 2017/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

医療 教育 博⼠論⽂(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 事務室 2016年度 薬剤部⻑（教授） 2017/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

教務 管理 X線使⽤学⽣健康診断(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 研究助成等(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 経理 謝⾦(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 保健管理センターだより(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ 審査委員会(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理協会(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理施設協議会(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 兼業 兼業(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 予算 予算関係(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 救急体制(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 旅費（旅⾏命令・依頼簿・出張報告書）(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成28年度) 30年 2047/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 科学研究費補助⾦(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 調査報告 学内外(照会・回答・通知)(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 感染症(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成28年度) 60年 2077/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 給与 給与関係(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成28年度) 10年 2027/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 定期健康診断実施計画関係(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険加⼊者名簿(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2017/04/01 共有Server内 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 健康診断ファイル(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2016年度 保健管理センター教授 2017/04/01 共有Server内 保健管理センター教授

教育・研究 教育 編⼊学試験問題（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 各コース事務室 2016年度 理⼯学域数物科学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域数物科学類⻑

教育・研究 教育
環境デザイン学類中間・期末試験問題および答案コピー
（平成28年度）

5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 環境デザイン学類⻑ 2017/04/01 HD 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 環境デザイン学類会議議事メモ（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2016年度 環境デザイン学類⻑ 2017/04/01 CD 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 教員室 2016年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報系会議（⼈事）（平成28年度） 5年 2022/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2016年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 ⼊試問題および答案(編⼊学試験，⼤学院⼊試) 10年 2027/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2016年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題【物質化学類】(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻化学コース】(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻 応⽤化学コース】(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 卒業研究要旨【物質化学類】(平成28年度) 5年 2022/03/31 廃棄 事務室 2016年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成28度) 10年 2027/03/31 廃棄 各研究室 2016年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質化学専攻】(平成28度) 10年 2027/03/31 廃棄 各研究室 2016年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2017/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成２９年度実施分） 10年 2028/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2017年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 予算 環境デザイン学類予算配分資料（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2017年度 環境デザイン学系⻑ 2018/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 会議 環境デザイン学系会議議事要旨（平成29年度） 10年 2028/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2017年度 環境デザイン学系⻑ 2018/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 ⼈事 環境デザイン学系教員選考資料（平成29年度） 10年 2028/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2017年度 環境デザイン学系⻑ 2018/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 会議 環境デザイン学系会議議事要旨（平成29年度） 10年 2028/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2017年度 環境デザイン学系⻑ 2018/04/01 CD 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種助成⾦に関する申請書(平成29年度)(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業試験成績(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 学科構成員名簿(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末･中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究･受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦交付申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究成果報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦交付申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 常⽤ 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦交付申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 科学研究費補助⾦研究計画調書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦交付申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 秘書室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 研究分野内予算書・決算書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 教員任⽤基準・任⽤⼿続(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 MTA関連⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 アルコール事業法記録簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣⽀援関係資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣進級判定資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 実験廃棄物関連⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 ⼊試関連資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究，受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 留学⽣⽀援関連資料(平成29年度)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 ⿇薬使⽤簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 覚せい剤原料使⽤簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 覚せい剤使⽤簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 研究室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験答案・レポート(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験問題(講座科⽬分)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 ⺠間等との共同研究・受託研究申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 各種研究助成⾦に関する申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2018/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 ⾏事 開校記念式典資料(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 学級保健簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 学業成績⼀覧表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校案内(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 会議室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 学校経営・学校⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校要覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 環境美化綴(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 教務⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼諸⼈事・校務分掌記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 資料室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 ⾏事予定表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 ⾼校教育研究紀要(平成28年度) 5年 2023/03/31 廃棄 資料室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 ⾼校教育研究紀要起案，受領書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 在学・卒業・卒⾒証明書発⾏簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成29年度) 20年 2038/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成29年度) 60年 2078/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 推薦⼊学資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⽣徒指導資料(在学者，保護者)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒⻭の検査票(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 全附連⾼校部会研究収録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 卒業のしおり(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 教育学部⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路状況(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 進路指導室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼤学合否⼀覧表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 進路指導室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 転⼊学要項(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター綴(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 研究室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 ⼊学のしおり(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜に関する資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜学⼒検査問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 保健指導記録簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 保健⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 防⽕・防災綴(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 教務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 薬品購⼊簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 庶務 郵便切⼿受払簿(平成29度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 庶務 郵便発送簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成29年度) 20年 2038/3/31 廃棄 学習記録室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 教育学部⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 準要保護児童⽣徒認定名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要等受払簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 紀要(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 安全点検(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 避難訓練(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 ⾏事 年間⾏事予定表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書受領証明書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書納⼊指⽰書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書給与児童⽣徒名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 転学児童教科⽤図書給与証明書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 服務 職員連絡網(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 学⽣調査票（⼩学校)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 学級保健簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 児童健康診断票(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 児童名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学予定者⼀覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 書庫 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 ⽣徒在籍⼀覧表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校要覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 図書室書庫 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 傷病記録簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 毒物劇物関係⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 理科研究室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 防災計画書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 進路指導資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成29年度) 20年 2038/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 時間割(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⾏事 修学旅⾏等関係⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学級⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学校⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 証明 各種証明書発⾏簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 合否判定会議資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 ⼊試 ⽣徒転出⼊学関係(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学願書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試結果⼀覧表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 募集要項(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成29年度) 60年 2078/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 各種委員会等議事録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成29年度) 【参考】 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 児童・⽣徒健康診断票(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校災害共済給付⾦請求・報告(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 消防設備点検結果報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 ⾃衛消防組織表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 修学旅⾏⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成29年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 各種委員会等資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間⾏事予定表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成29年度) 20年 2038/3/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科担任・学級担任⼀覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教育課程(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 合否判定会議資料(⼊学選考記録)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 時間割(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 運動会(体育祭)・表現会⽂書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 ⼊学式・卒業式(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学⽣調査票(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習成績⼀覧(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 証明 ⾝分証明書発⾏台帳(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 児童⽣徒調査書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試(発達調査)問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 学校⽣活調書(平成29年度) 【参考】 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 連絡進学資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 進路指導資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会資料(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 児童・⽣徒転出⼊書類(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学者台帳(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教職⼤学院関係書類(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学校実習(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 校⻑室 2017年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 服務 休暇簿（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 研究会開催・案内資料（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 刊⾏物 研究紀要受払簿（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 図書 職員図書⽬録（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 転⼊園関係書類（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 健康診断票（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園決裁簿（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園⼿続書類（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（学籍に関する記録）（平成29年度） 20年 2038/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 出席簿（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 園⽇誌（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 修了式（平成29年度） 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⾏事 ⼊園式（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 外部評価（平成29年度） 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 幼児名簿（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 会議 職員会議（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価（平成29年度） 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 図書 幼児図書⽬録（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（指導に関する記録）（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧受払簿（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 実習 教育実習関係（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 教育時間表（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書（平成29年度） 10年 2028/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試関係書類（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿（平成29年度） 60年 2078/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿（平成29年度） 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2017年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2018/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設⼊退室記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設利⽤申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 汚染状況の測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設⼊退室記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設利⽤申請書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質濃度測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射性物質の汚染状況測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 SPF⼊室記録簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑
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教育・研究 管理 X線照射装置利⽤記録簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 ⼊退館記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 共有Server内
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 動物⼊舎希望票(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 学年末・中間試験問題(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物研究施設利⽤申込書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物管理⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 系統維持動物飼養届(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 電⼦ファイル
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 ⼿術室・実験室への機材搬⼊申込書(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2017年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2018/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

医療 診療 ⾻髄穿刺報告書（外注） (平成29年度) 30年 2048/03/31 廃棄 事務室 2017年度 ⾎液内科⻑ 2018/04/01 紙 ⾎液内科⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学評価関係(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学フオーラム(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】中期⽬標・中期計画変更関係(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】国⽴⼤学法⼈等監事協議会関係(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】学部学科等設置関係(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院教育学研究科数学教育専攻設
置計画書(昭和59年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科⽣命科学専攻博⼠
課程設置計画書(昭和59年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾃然科学研究科博⼠課程設置関係資料(昭和
59年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学総合⼤学院(博⼠課程)設置計画書
(昭和59年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⼤学教育開放センター会議委員会(平成16年
度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】北陸4⼤学連携まちなかセミナー関係(平成21
年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】管理及び処分関係(寄附)(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】管理及び処分関係(⽤途廃⽌)(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】総合移転実施特別委員会関係(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】総合移転実施特別委員会議事要録(平成11年
度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】総合移転実施特別委員会議事要録(平成6年
度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】総合移転実施特別委員会関係(平成6年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑
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管理運営 管理 【歴史⽂書】固定資産税関係(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】研究国際企画会議(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】研究国際企画会議(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】国際委員会(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣部会(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣実地⾒学研修(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣センター教員会議(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣懇談会（平成21年度） 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾠⼝共同研修センター運営協議会(平成21年
度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】教養部教務委員会(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】共通教育委員会カリキュラム調整委員会(平
成16年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】教養部教養部会(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】暁烏⽂庫記念式典関係(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】図書館委員会(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】附属図書館明後⽇朝顔（平成23年度） 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】卒後臨床研修センター運営委員会関係(平成
16年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】卒後臨床研修センター専⾨委員会関係(平成
16年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】数学教育専攻実地視察関係書類(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⼤学院教育学研究科数学教育専攻設置関係綴
(昭和59年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⽂学部教授会記録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】法学部教授会記録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】経済学部教授会記録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】教育実習運営協議会綴(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】教育学部カリキュラム検討委員会議事録(平
成16年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】教育学部学⽣⽣活委員会議事録(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】教育学部教務委員会議事録(平成16年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

管理運営 管理
【歴史⽂書】教育学研究科⼊試実施委員会議事録(平成16
年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】社会環境科学研究科運営委員会議事概要(平
成16年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】経済学部教授会(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】公共経営政策専攻会議(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】法学研究科委員会議事録(資料)(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】附属⾼等学校⾏事予定表(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】理学部教授会議事要録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼯学部学部会議事録(昭和54年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼯学部学部会議事録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼯学部将来計画委員会記録(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼯学研究科委員会議事録(平成6年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】理学部学部会議事要録(平成6年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】理学部将来計画委員会関係(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】理学部教授会関係(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】極低温研究室委員会関係(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】理学部独法化検討委員会関係(平成11年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼯学部教授会議事録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾃然計測応⽤研究センター教員会議(平成16
年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】医学類教員と学⽣との懇談会関係綴(平成21
年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】医学展(平成21年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】がん研究所教授会(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院⾃然科学研究科薬学系分科会
議事録(平成13年度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科委員会(昭和59年
度)

30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(昭和59年度) 30年 2048/03/31 廃棄 資料館 2017年度 資料館⻑ 2018/04/01 紙 資料館⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 健康教育学実習室 2017年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄
哲学・⼈間学学⽣共同
研究室

2017年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学期末試験問題（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 住居学実習室 2017年度 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域⼈間科学系⻑

教育・研究 教育 法務研究科刑法Ⅰ定期試験問題（２０１７年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 研究 科研費申請書類（２０１７年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01
紙・電磁的記
録

⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 学年末試験問題（２０１７年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 研究 科研費補助⾦申請書（２０１７年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 学年末試験問題（２０１７年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（２０１６年度後期分） 5年 2023/03/31 廃棄 法学類倉庫 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（２０１７年度前期分） 5年 2023/03/31 廃棄 法学類倉庫 2017年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2018/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

⼈事 服務 ⾦沢⼤学⼈材バンク（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2018/04/01
個別業務シス
テム

男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成29年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2017年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成29年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2017年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

医療 庶務 給⾷⽇誌(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 附属病院栄養管理部⻑ 2018/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 検⾷簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 附属病院栄養管理部⻑ 2018/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 予定献⽴表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 書庫 2017年度 附属病院栄養管理部⻑ 2018/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 実施献⽴表(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 附属病院栄養管理部⻑ 2018/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 病院給⾷施設栄養報告(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 附属病院栄養管理部⻑ 2018/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成29年度) 20年 2038/03/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑ 2018/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 薬剤管理指導記録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑ 2018/04/01
共有Server内
(病院)

薬剤部⻑

医療 会議 薬剤部主任会議関連⽂書(平成29年度) 10年 2028/3/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑ 2018/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 教育 学⽣名簿･住所録(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑（教授） 2018/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑（教授）

医療 教育 修⼠論⽂(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑（教授） 2018/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

医療 教育 卒業論⽂(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑（教授） 2018/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

医療 教育 博⼠論⽂(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 事務室 2017年度 薬剤部⻑（教授） 2018/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

教務 管理 X線使⽤学⽣健康診断(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

研究助成 研究 研究助成等(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 経理 謝⾦(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 保健管理センターだより(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ 審査委員会(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理協会(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理施設協議会(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 兼業 兼業(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 予算 予算関係(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 救急体制(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 旅費（旅⾏命令・依頼簿・出張報告書）(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成29年度) 30年 2048/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 科学研究費補助⾦(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 調査報告 学内外(照会・回答・通知)(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 感染症(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成29年度) 60年 2078/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 給与 給与関係(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 定期健康診断実施計画関係(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険加⼊者名簿(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2018/04/01 共有Server内 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 健康診断ファイル(平成29年度) 10年 2028/03/31 廃棄 保健管理センター 2017年度 保健管理センター教授 2018/04/01 共有Server内 保健管理センター教授

教育・研究 教育 編⼊学試験問題（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 各コース事務室 2017年度 理⼯学域数物科学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域数物科学類⻑

教育・研究 教育
環境デザイン学類中間・期末試験問題および答案コピー
（平成29年度）

5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 環境デザイン学類⻑ 2018/04/01 HD 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 環境デザイン学類会議議事メモ（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2017年度 環境デザイン学類⻑ 2018/04/01 CD 理⼯学域地球社会基盤学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 教員室 2017年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 管理 電⼦情報系会議（⼈事）（平成29年度） 5年 2023/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2017年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(編⼊学試験，⼤学院⼊試) 10年 2028/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2017年度 理⼯研究域電⼦情報学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題【物質化学類】(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻化学コース】(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻応⽤化学コース】(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 卒業研究要旨【物質化学類】(平成29年度) 5年 2023/03/31 廃棄 事務室 2017年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成29度) 10年 2028/03/31 廃棄 各研究室 2017年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質化学専攻】(平成29度) 10年 2028/03/31 廃棄 各研究室 2017年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2018/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（平成30年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2018年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2019/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2018年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2019/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(編⼊学試験，⼤学院⼊試) 10年 2029/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2018年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報通信学類系会議（平成30年度） 5年 2024/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2018年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2019/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（平成30年度） 常⽤ 9999/03/31 廃棄 教員室 2018年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2019/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2019/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 管理 電⼦情報通信学系会議（⼈事）（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 資料室(2A419) 2018年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2019/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

附属学校 管理 健康診断票（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園決裁簿（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 出席簿（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 幼児名簿（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（指導に関する記録）（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（学籍に関する記録）（平成30年度） 20年 2039/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 休暇簿（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 刊⾏物 研究紀要（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要受払簿（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 転⼊園関係書類（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 園⽇誌（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 外部評価（平成30年度） 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 会議 職員会議（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価（平成30年度） 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 家庭調査票（平成30年度） 3年 2022/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 実習 教育実習関係（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書（平成30年度） 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿（平成30年度） 60年 2079/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧受払簿（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿（平成30年度） 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

医療 診療 ⾻髄穿刺報告書（外注） (平成30年度) 30年 2049/03/31 廃棄 事務室 2018年度 ⾎液内科⻑ 2019/04/01 紙 ⾎液内科⻑

管理運営 管理 【歴史⽂書】 年度計画(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画課企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 事業年度業務実績報告書(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画課企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 中期⽬標・中期計画変更関係(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画課企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 平成16年度⾃⼰点検評価(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画課評価係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 美⼤との連携協定（平成22年度） 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 アジア5⼤学学⻑フォーラム実⾏委員会（平
成22年度）

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学総合移転第1期<平成7年5⽉31⽇>
記念式典･祝賀会1(平成7年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学総合移転第1期<平成7年5⽉31⽇>
記念式典･祝賀会2(平成7年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学総合移転第1期<平成7年5⽉31⽇>
記念式典･祝賀会3(平成7年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学総合移転第1期記念式典(平成7年
度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 学部学科等設置関係(昭和60年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係
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管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⾃然科学研究科博⼠課程設置関係資料(昭和
60年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 総合⼤学院設置構想関係(⾃然科学研究
科)(昭和60年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⼤学教育開放センター会議委員会(平成17年
度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ ⼤学教育開放センター＿

管理運営 管理 【歴史⽂書】 総合移転実施特別委員会関係(平成12年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 総合移転実施特別委員会議事要録(平成12年
度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 総合移転実施特別委員会議事要録(平成7年
度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 総合移転実施特別委員会関係(平成7年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 学術情報委員会関係(平成12年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
総務部研究協⼒課研究協
⼒係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 研究･環境委員会関係(平成12年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
総務部研究協⼒課研究協
⼒係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 北陸先端科学技術⼤学院⼤学との教育研究
活動の⽀援について（平成22年度）

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
研究国際部学術国際課総
務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 北陸地区国⽴⼤学学術研究連携⽀援につい
て（平成22年度）

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
研究国際部学術国際課総
務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 国際委員会(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
研究国際部国際課国際企
画係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 ⽇本留学フェア･進学説明会関係(平成22年
度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部学務課留学⽣第⼀
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 留学⽣部会(平成22年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部学務課留学⽣第⼀
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 留学⽣実地⾒学研修(平成22年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部学務課留学⽣第⼆
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 留学⽣懇談会（平成22年度） 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部学務課留学⽣第⼆
係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 東⽇本⼤震災に対する対応状況【学⽣部】
(平成22年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部学務課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 単位互換協定関係(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部教務課教育企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 教養部教養部会(昭和60年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部共通教育課管理係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 教務委員会(昭和60年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部共通教育課学務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 情報企画会議(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 情報部情報企画課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 卒後臨床研修センター専⾨委員会関係(平成
17年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
病院部病院総務課臨床研
修係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 定員･現員表(平成12年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学部附属病院総務課⼈
事係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 初期臨床研修プログラム(平成24年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 病院部総務課臨床研修係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 定員・現員表(平成22年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 病院部総務課⼈事係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 定員関係綴(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 病院部病院総務課⼈事係
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管理運営 管理 【歴史⽂書】 定員･現員表(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 病院部病院総務課⼈事係

管理運営 管理
【歴史⽂書】 卒後臨床研修センター運営委員会関係(平成
17年度)

30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
病院部病院総務課臨床研
修係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 実施献⽴表(平成22年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 附属病院栄養管理部

管理運営 管理 【歴史⽂書】 校園⻑･副校園⻑会議(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 教育学部附属学校第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 運営委員会議事概要(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
⽂･法･経済学部⼤学院学
務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 運営委員会議事概要(平成7年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
⽂･法･経済学部学術研究
協⼒係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 経済学部教授会(平成22年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
⾓間北地区事務部学⽣課
学務第三係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 職員会議録(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 教育学部附属⼩学校

管理運営 管理 【歴史⽂書】 医学系運営委員会(平成21年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
宝町地区事務部学⽣課医
学学務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院運営委員会(平成10年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院運営委員会(平成11年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院運営委員会(平成12年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院運営委員会(平成15年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院運営委員会(平成16年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院博⼠課程運営委員会(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院修⼠課程運営委員会(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院修⼠課程運営委員会(平成18年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
宝町地区事務部学⽣課学
務第⼆係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院博⼠課程運営委員会(平成18年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
宝町地区事務部学⽣課学
務第⼆係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⼤学院運営委員会(平成8年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 教授会(昭和60年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼆係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成14年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(昭和60年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 ⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成17年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑
⾓間南地区事務部総務課
総務第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 学部会議事録(昭和60年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ ⼯学部総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 学部会議事要録(平成7年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 理学部総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 学部会議事要録(平成8年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 理学部総務係
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管理運営 管理 【歴史⽂書】 学部会議事要録(平成9年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 理学部総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】 学部会議事要録(平成10年度) 30年 2049/03/31 廃棄 資料館 2018年度 資料館⻑ 2019/04/01 紙 資料館⻑ 理学部総務係

教育・研究 教育 卒業論⽂(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（２０１７年度後期分） 5年 2024/03/31 廃棄 法学類倉庫 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（２０１８年度前期分） 5年 2024/03/31 廃棄 法学類倉庫 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 法務研究科刑法Ⅰ定期試験問題（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 研究 科研費申請書類（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01
紙・電磁的記
録

⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 法務研究科刑法Ⅱ定期試験問題（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑
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教育・研究 教育 法務研究科刑法演習定期試験問題（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 法務研究科刑法Ⅰ定期試験追試験問題（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 学年末定期試験問題（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 研究 科研費補助⾦申請書（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 中間試験問題・答案（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 期末試験問題・答案（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 研究 科研費申請書（２０１８年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2019/04/01 電⼦的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（平成３０年度実施分） 10年 2029/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2018年度 理⼯学域⾃然システム学類⻑ 2019/04/01 紙＋USB 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 会議 地球社会基盤学系会議議事要旨（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2018年度 地球社会基盤学系⻑ 2019/04/01 USB 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 ⼈事 地球社会基盤学系教員選考資料（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2018年度 地球社会基盤学系⻑ 2019/04/01 USB 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学類予算配分資料（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2018年度 地球社会基盤学系⻑ 2019/04/01 USB 理⼯研究域地球社会基盤学系⻑

教育・研究 教育 卒業試験成績(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 管理 学級保健簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 学業成績⼀覧表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 学校案内(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 会議室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 学校経営・学校⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 学校要覧(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 環境美化綴(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 教務⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼諸⼈事・校務分掌記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研究 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 資料室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研修 研修願(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 ⾏事予定表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 ⾼校教育研究紀要(平成28年度) 5年 2024/03/31 廃棄 資料室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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附属学校 監査 ⾼校教育研究紀要起案，受領書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 在学・卒業・卒⾒証明書発⾏簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成30年度) 20年 2039/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成30年度) 60年 2079/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 推薦⼊学資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⽣徒指導資料(在学者，保護者)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒⻭の検査票(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 全附連⾼校部会研究収録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 卒業のしおり(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 卒業証書授与原簿(平成30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路状況(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 進路指導室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼤学合否⼀覧表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 進路指導室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター綴(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 研究室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 ⼊学のしおり(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜に関する資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜学⼒検査問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 保健指導記録簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 保健⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 防⽕・防災綴(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 管理 薬品購⼊簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 郵便切⼿受払簿(平成30度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 郵便発送簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 指導要録(学籍に関する記録)(平成30年度) 20年 2038/3/31 廃棄 学習記録室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 教育学部⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 準要保護児童⽣徒認定名簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要等受払簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 紀要(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 安全点検(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 避難訓練(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 指導要録(指導に関する記録)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科書採択・無償給与関係⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 ⾏事 年間⾏事予定表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書受領証明書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書納⼊指⽰書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書給与児童⽣徒名簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 転学児童教科⽤図書給与証明書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 服務 職員連絡網(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 書庫 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 ⽣徒在籍⼀覧表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(平成30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 刊⾏物 学校要覧(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 図書室書庫 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 傷病記録簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 毒物劇物関係⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 理科研究室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 防災計画書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 進路指導資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成30年度) 20年 2039/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 時間割(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⾏事 修学旅⾏等関係⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学級⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学校⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 郵便切⼿等受払簿(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 郵便発送簿(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 証明 各種証明書発⾏簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 合否判定会議資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⽣徒転出⼊学関係(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学願書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

86 / 125 ページ



⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 ⼊試 ⼊試結果⼀覧表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試問題(平成30) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 募集要項(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 研修願(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(平成30年度) 60年 2079/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 会議 卒業認定(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(平成30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 児童・⽣徒健康診断票(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校災害共済給付⾦請求・報告(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 消防設備点検結果報告書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 ⾃衛消防組織表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 使⽤教室⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 修学旅⾏⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(平成30年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 各種委員会等資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 家庭環境調査表(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間指導計画(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間⾏事予定表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(平成30年度) 20年 2039/3/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科担任・学級担任⼀覧(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教育課程(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 合否判定会議資料(⼊学選考記録)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 時間割(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 課外活動に関する⽂書(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 運動会(体育祭)・表現会⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研修 研修願(教員)(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 ⼊学式・卒業式(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学⽣調査票(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習成績⼀覧(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 証明 ⾝分証明書発⾏台帳(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 児童⽣徒調査書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試(発達調査)問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 学校⽣活調書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 連絡進学資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 進路指導資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議議事録(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 職員室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 児童・⽣徒転出⼊書類(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学者台帳(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教職⼤学院関係書類(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学校実習(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 学籍 出席簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 校⻑室 2018年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2019/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設⼊退室記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設利⽤申請書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 汚染状況の測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設⼊退室記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設利⽤申請書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質濃度測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射性物質の汚染状況測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 SPF⼊室記録簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 X線照射装置利⽤記録簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 ⼊退館記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 共有サーバ内 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 共有サーバ内
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 動物⼊舎希望票(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物研究施設利⽤申込書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物管理⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 系統維持動物飼養届(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 共有サーバ内 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 共有サーバ内
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 ⼿術室・実験室への機材搬⼊申込書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 センター担当係書庫 2018年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2019/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 秘書室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 家庭経営学実習室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 家庭教育学実習室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 保育学実習室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 歴史学資料室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 秘書室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業試験(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

⼈事 服務 ⾦沢⼤学⼈材バンク（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2019/04/01
個別業務シス
テム

男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

医療 庶務 給⾷⽇誌(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 検⾷簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 予定献⽴表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 書庫 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 実施献⽴表(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 病院給⾷施設栄養報告(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 ⾷種別患者給⾷延数表(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 従業員検便実施簿(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 衛⽣管理点検表(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 書庫 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 服務 栄養管理室勤務割表(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 附属病院栄養管理部⻑ 2019/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成30年度) 20年 2039/03/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑ 2019/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 薬剤管理指導記録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑ 2019/04/01
共有Server内
(病院)

薬剤部⻑

医療 会議 薬剤部主任会議関連⽂書(平成30年度) 10年 2029/3/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑ 2019/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 教育 学⽣名簿･住所録(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑（教授） 2019/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑（教授）

医療 教育 修⼠論⽂(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑（教授） 2019/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

医療 教育 卒業論⽂(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑（教授） 2019/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

医療 教育 博⼠論⽂(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 事務室 2018年度 薬剤部⻑（教授） 2019/04/01 紙 薬剤部⻑（教授）

教育・研究 研究 特許関連資料(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 MTA関連⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 アルコール事業法記録簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣⽀援関係資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 実験廃棄物関連⽂書(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 ⼊試関連資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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教育・研究 教育 留学⽣⽀援関連資料(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教務 管理 X線使⽤学⽣健康診断(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 研究助成等(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 経理 謝⾦(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ 審査委員会(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理協会(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理施設協議会(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 兼業 兼業(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 予算 予算関係(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 救急体制(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 旅費（旅⾏命令・依頼簿・出張報告書）(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成30年度) 30年 2049/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 科学研究費補助⾦(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 調査報告 学内外(照会・回答・通知)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 感染症(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 休暇簿(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成30年度) 60年 2079/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 給与 給与関係(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 定期健康診断実施計画関係(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険加⼊者名簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2019/04/01 共有Server内 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 健康診断ファイル(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 保健管理センター 2018年度 保健管理センター教授 2019/04/01 共有Server内 保健管理センター教授

教育・研究 管理 ⿇薬使⽤簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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教育・研究 研究 覚せい剤原料使⽤簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 覚せい剤使⽤簿(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 研究室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験答案・レポート(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験問題(講座科⽬分)(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2019/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(⼤学院⼊試) 10年 2029/03/31 廃棄 機械系事務室 2018年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 会議 機械⼯学類会議（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 機械系事務室 2018年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

⼈事 会議 機械⼯学系会議（⼈事）（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 機械⼯学類⻑室 2018年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 教育
環境デザイン学類中間・期末試験問題および答案コピー
（平成30年度）

5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 環境デザイン学類⻑ 2019/04/01 HD 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議
環境デザイン学類会議（２コース合同会議）議事メモ（平
成30年度）

5年 2024/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2018年度 環境デザイン学類⻑ 2019/04/01 HD 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 社会基盤⼯学系会議議事メモ（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2018年度 地球社会基盤学類⻑ 2019/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育
地球社会基盤学類中間・期末試験問題および答案コピー
（平成30年度）

5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 地球社会基盤学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学類会議議事メモ（平成30年度） 5年 2024/03/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2018年度 地球社会基盤学類⻑ 2019/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題【物質化学類】(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻化学コース】(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻応⽤化学コース】(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 卒業研究要旨【物質化学類】(平成30年度) 5年 2024/03/31 廃棄 事務室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 管理 物質化学系（類）会議（代議員会）議事録(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 管理 コース会議議事録【物質化学類】(平成30年度) 3年 2022/03/31 廃棄 事務室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 各研究室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質化学専攻】(平成30年度) 10年 2029/03/31 廃棄 各研究室 2018年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2019/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（令和元年度） 常⽤ 9999/3/31 廃棄 教員室 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（令和元年度） 常⽤ 9999/3/31 廃棄 教員室 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 会議 電⼦情報通信学類系会議（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 管理 電⼦情報通信学系会議（⼈事）（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(⼤学院⼊試) 10年 2030/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2019年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

附属学校 管理 健康診断票（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園決裁簿（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 出席簿（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 幼児名簿（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（指導に関する記録）（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（学籍に関する記録）（令和元年度） 20年 2040/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原簿（令和元年度） 永年 9999/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 休暇簿（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要受払簿（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 転⼊園関係書類（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 園⽇誌（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 外部評価（令和元年度） 10年 2030/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 会議 職員会議（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価（令和元年度） 10年 2030/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 家庭調査票（令和元年度） 3年 2023/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 実習 教育実習関係（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書（令和元年度） 10年 2030/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿（令和元年度） 60年 2080/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 緊急連絡カード（令和元年度） 2年 2022/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧受払簿（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 教育 フロンティア⼯学類会議議事録（平成３０年度） 3年 2023/3/31 廃棄 学類⻑室 2019年度 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 フロンティア⼯学類会議議事録（令和元年度） 3年 2023/3/31 廃棄 学類⻑室 2019年度 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学系会議議事要旨（令和元年度） ５年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 ⼈事 地球社会基盤学系教員選考資料（令和元年度） ５年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 社会基盤⼯学系会議議事メモ（令和元年度） ５年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育
地球社会基盤学類中間・期末試験問題および答案コピー
（令和元年度）

５年 2025/3/31 廃棄 各教員室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学類会議議事メモ（令和元年度） ５年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育 令和２年度地球社会基盤学類編⼊学試験問題および答案 １０年 2030/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育
令和２年度地球社会基盤学類ツイニングプログラム編⼊学
試験関係書類

１０年 2030/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学類予算配分資料（令和元年度） ５年 2025/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2019年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2020/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 ⼈事 フロンティア⼯学系会議（⼈事）議事録（平成３０年度） 3年 2023/3/31 廃棄 系⻑室 2019年度 理⼯研究域フロンティア⼯学系⻑ 2020/04/01 紙 理⼯研究域フロンティア⼯学系⻑

教育・研究 ⼈事 フロンティア⼯学系会議（⼈事）議事録（令和元年度） 3年 2023/3/31 廃棄 系⻑室 2019年度 理⼯研究域フロンティア⼯学系⻑ 2020/04/01 紙 理⼯研究域フロンティア⼯学系⻑

附属学校 会議 卒業認定(令和元年度) 10年 2030/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原簿(令和元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 児童・⽣徒健康診断票(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校災害共済給付⾦請求・報告(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 消防設備点検結果報告書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 ⾃衛消防組織表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 使⽤教室⼀覧(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 修学旅⾏⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(令和元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 各種委員会等資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 家庭環境調査表(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間指導計画(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間⾏事予定表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(令和元年度) 20年 2040/3/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科担任・学級担任⼀覧(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教育課程(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 合否判定会議資料(⼊学選考記録)(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 時間割(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 課外活動に関する⽂書(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 運動会(体育祭)・表現会⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研修 研修願(教員)(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 ⼊学式・卒業式(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学⽣調査票(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習成績⼀覧(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会記録(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 証明 ⾝分証明書発⾏台帳(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 児童⽣徒調査書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試(発達調査)問題(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 学校⽣活調書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 連絡進学資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 進路指導資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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附属学校 会議 職員会議議事録(令和元年度) 10年 2030/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議資料(令和元年度) 10年 2030/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 児童・⽣徒転出⼊書類(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学者台帳(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教職⼤学院関係書類(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学校実習(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 学習発表会⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（２０１８年度後期分） 5年 2025/3/31 廃棄 法学類倉庫 2019年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2020/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 保存⽤定期試験答案（２０１９年度前期分） 5年 2025/3/31 廃棄 法学類倉庫 2019年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2020/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育
法務研究科刑法Ⅰ定期試験問題・出題の趣旨・解答例（２
０１９年度）

5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2020/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育
法務研究科刑法演習定期試験問題・出題の趣旨・解答例
（２０１９年度）

5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2020/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 教育 期末試験問題・答案（２０１９年度） 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2020/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

⼈事 服務 ⾦沢⼤学⼈材バンク（2019年度） 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2020/04/01
個別業務シス
テム

男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

研究助成 研究 ⼥性研究者⽀援関係書類（2019年度） 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2020/04/01 紙
男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

管理運営 会議 ラボラトリー会議（2019年度） 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2020/04/01 紙
男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

医療 庶務 給⾷⽇誌(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 書庫 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 検⾷簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 書庫 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 予定献⽴表(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 書庫 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 実施献⽴表(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 従業員検便実施簿(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 衛⽣管理点検表(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 書庫 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 服務 栄養管理室勤務割表(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度 附属病院栄養管理部⻑ 2020/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿(平成31年度) 20年 2040/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

教務 管理 X線使⽤学⽣健康診断(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 研究助成等(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
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財務 経理 謝⾦(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ 審査委員会(平成31年度) 10年 2030/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(平成31年度) 10年 2030/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理協会(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理施設協議会(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 兼業 兼業(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 予算 予算関係(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 救急体制(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 旅費（旅⾏命令・依頼簿・出張報告書）(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(平成31年度) 30年 2050/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 科学研究費補助⾦(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 調査報告 学内外(照会・回答・通知)(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 感染症(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 休暇簿(平成31年度) 3年 2023/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(平成31年度) 60年 2080/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 給与 給与関係(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(平成31年度) 10年 2030/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 定期健康診断実施計画関係(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険加⼊者名簿(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 学⽣部学⽣⽀援課⻑ 2020/04/01 共有Server内 学務部学⽣⽀援課⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（令和元年度（平成３１年度）実施分） 10年 2030/3/31 廃棄 ⽣物事務室 2019年度 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑ 2020/04/01 紙＋USB 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

附属学校 管理 各種検診 2年 2022/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 学級保健簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 学業成績⼀覧表(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 学校案内(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 学校経営・学校⽇誌(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 監査 学校要覧(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 環境美化綴(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 教務⽇誌(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼諸⼈事・校務分掌記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 ⾦⼤附⾼評議員会記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研究 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(令和元年度) 10年 2030/3/31 廃棄 資料室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研修 研修願(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 ⾏事予定表(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 ⾼校教育研究紀要(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 資料室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 ⾼校教育研究紀要起案，受領書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 在学・卒業・卒⾒証明書発⾏簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(令和元年度) 20年 2040/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(令和元年度) 60年 2080/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(令和元年度) 10年 2030/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 推薦⼊学資料(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⽣徒指導資料(在学者，保護者)(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒⻭の検査票(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 全附連⾼校部会研究収録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 卒業のしおり(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 卒業証書授与原簿(令和元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路状況(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 進路指導室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼤学合否⼀覧表(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 進路指導室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 ⼊試 調査書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター綴(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(令和元年度) 10年 2030/3/31 廃棄 研究室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 ⼊学のしおり(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜に関する資料(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学者選抜学⼒検査問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 CD 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 保健指導記録簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 保健調査票(令和元年度) 2年 2022/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 保健⽇誌(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 防⽕・防災綴(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 薬品購⼊簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 郵便切⼿受払簿(令和元度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

管理運営 管理 【歴史⽂書】修⼠課程委員会(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(保
健学科)学務第⼆係

管理運営 管理 【歴史⽂書】博⼠課程委員会（平成18年度） 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
宝町地区事務部学⽣課学
務第三係

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 秘書室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業試験成績(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 奨学 郵便発送簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(2019年度) 20年 2040/3/31 廃棄 学習記録室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

教育学部附属学校 ⼩学校 庶務 学校沿⾰史(平成31年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 教育学部⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 準要保護児童⽣徒認定名簿(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要等受払簿(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 紀要(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 安全点検(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 避難訓練(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 学習記録室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 ⾏事 年間⾏事予定表(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営諸資料(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書受領証明書(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書納⼊指⽰書(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書給与児童⽣徒名簿(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 転学児童教科⽤図書給与証明書(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 学級保健簿(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 児童健康診断票(2019年度） 5年 2025/3/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 児童名簿(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学予定者⼀覧(2019年度) 5年 2025/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

学校教育学類付属学校 ⼩学校 会議 職員会議録(2019年度) 10年 2030/3/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(令和元年度) 10年 2030/03/31 廃棄 書庫 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 書庫 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 ⽣徒在籍⼀覧表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原簿(令和元年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校要覧(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 図書室書庫 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 傷病記録簿(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 毒物劇物関係⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 理科研究室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 保健室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 防災計画書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 進路指導資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育 指導要録(学籍に関する記録)(令和元年度) 20年 2040/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 時間割(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⾏事 修学旅⾏等関係⽂書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学級⽇誌(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 書庫 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学校⽇誌(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 書庫 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 郵便切⼿等受払簿(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 郵便発送簿(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 証明 各種証明書発⾏簿(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 合否判定会議資料(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⽣徒転出⼊学関係(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学願書(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試結果⼀覧表(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試問題(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 書庫 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 募集要項(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 研修願(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(令和元年度) 60年 2080/03/31 廃棄 事務室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 家庭調査票(令和元年度) 2年 2022/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票（令和元年度） 2年 2022/03/31 廃棄 職員室 2019年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 会議 教員採⽤選考委員会（令和元年度） 5年 2025/03/31 廃棄 校⻑室 2019年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2020/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育・研究 管理 RI受⼊れ・使⽤・保管・廃棄・払出し記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 作業環境測定報告書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 6ヶ⽉施設点検(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊れ記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 管理区域⽴⼊記録（⼊室時刻順⼊退室⽇報）(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設利⽤申請書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中のRI濃度の測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中のRI濃度の測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 線量当量率測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 汚染状況の測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設⼊退室記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設利⽤申請書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質濃度測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射性物質の汚染状況測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑
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教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 動物⼊舎希望票(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物管理⽇誌(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2019年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2020/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

医療 診療 ⾻髄穿刺報告書（外注） (平成31年度) 30年 2050/3/31 廃棄 事務室 2019年度 ⾎液内科⻑ 2020/04/01 紙 ⾎液内科⻑

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末･中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

管理運営 管理
【歴史⽂書】学部･⼤学院問題検討委員会関係(平成13年
度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画広報室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】組織の廃⽌転換･再編成(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画広報室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】組織調整委員会関係(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画広報室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学改⾰の進捗状況等(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画広報室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学改⾰の進捗状況等(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】年度計画(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】教育評価検討委員会(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】事業年度業務実績報告書(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室企画係
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管理運営 管理 【歴史⽂書】中期⽬標・中期計画変更関係(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】国⽴⼤学法⼈評価委員会関係(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学評価関係(平成23年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 企画評価室評価係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学評価関係(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画広報室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】点検評価委員会関係(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部企画広報室企画係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学評価関係(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理
【歴史⽂書】平成19年度実施⼤学機関別認証評価(平成18
年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理
【歴史⽂書】平成19年度実施法科⼤学院認証評価本評価
(平成18年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理 【歴史⽂書】平成17年度⾃⼰点検評価No.1(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理 【歴史⽂書】法科⼤学院認証評価(予備評価)(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院法務研究科平成18年度認証
評価(予備評価)別添資料(平成18年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理 【歴史⽂書】平成17年度⾃⼰点検評価No.2(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 評価室評価係

管理運営 管理 【歴史⽂書】東北地⽅太平洋沖地震（東⽇本⼤震災）関連 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】学校基本調査(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
総務部総務課法規・調査
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】学部学科等設置関係(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理 【歴史⽂書】教育学研究科設置計画書(昭和56年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院教育学研究科家政教育専攻設
置計画書(昭和61年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院⾃然科学研究科博⼠課程設置
計画書(昭和61年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院理学研究科物質科学専攻博⼠
課程設置計画書(昭和61年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾃然科学研究科博⼠課程設置関係資料(昭和
61年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼈⽂･社会科学研究科設置構想(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】総合⼤学院設置構想関係(⾃然科学研究
科)(昭和61年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⼤学院⾃然科学研究科博⼠課程設置計画書(4
分冊)(昭和61年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 総務部総務課学事振興係

管理運営 管理 【歴史⽂書】開放センター委員会関係綴(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
総務部企画広報室⽣涯学
習係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⼤学教育開放センター会議委員会(平成18年
度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ ⼤学教育開放センター＿

管理運営 管理
【歴史⽂書】《合冊》管理及び処分関係(寄附)(昭和61年
度)
不動産借上関係(平成18年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係
財務部財務企画課資産係
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管理運営 管理
【歴史⽂書】《合冊》総合移転実施特別委員会関係(平成
13年度)
総合移転実施特別委員会議事要録(平成13年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理
【歴史⽂書】総合移転実施特別委員会議事要録(平成3年
度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理 【歴史⽂書】占⽤協議関係(⾓間)(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 財務部財務企画課資産係

管理運営 管理 【歴史⽂書】占⽤協議関係(⾓間以外)(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 財務部財務企画課資産係

管理運営 管理
【歴史⽂書】《合冊》総合移転実施特別委員会議事要録
(平成8年度)
総合移転実施特別委員会関係(平成8年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
経理部企画調査課企画調
査係

管理運営 管理 【歴史⽂書】定員関係(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 経理部主計課予算第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】歳出概算要求書及び附属資料(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 経理部主計課予算第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】国際委員会(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
研究国際部学術国際課国
際学術協⼒係

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣センター教員会議(平成23年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
研究国際部国際課留学⽣
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⽯川地域留学⽣交流推進会議(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部学務課留学⽣第⼀
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣センター委員会(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部留学⽣課専⾨員(留
学⽣担当)

管理運営 管理 【歴史⽂書】留学⽣センタ-教員会議(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 留学⽣センター⻑

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾠⼝共同研修センター運営協議会(平成18年
度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部学務課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】教育企画会議(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部学務課総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾠⼝共同研修センター運営協議会(平成23年
度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部学務課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】全学カリキュラム委員会議事録(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部学⽣課教務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】共通教育委員会(平成23年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
学⽣部学務課共通教育管
理係

管理運営 管理 【歴史⽂書】教養部教養部会(昭和56年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部共通教育課管理係

管理運営 管理 【歴史⽂書】教養部教養部会(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学⽣部共通教育課管理係

管理運営 管理
【歴史⽂書】総合メディア基盤センター教官会議議事要録
(平成18年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
総合メディア基盤セン
ター

管理運営 管理 【歴史⽂書】図書館委員会(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
附属図書館情報管理課総
務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】図書館委員会(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 情報部情報企画課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】暁烏⽂庫記念式典関係(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 情報部情報企画課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】資料館委員会(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 情報企画課総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】資料館委員会(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
附属図書館情報管理課総
務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】情報企画会議(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
情報部情報企画課情報企
画係
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管理運営 管理 【歴史⽂書】科⻑会議事録(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学部附属病院総務課庶
務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】定員関係綴(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学部附属病院総務課⼈
事係

管理運営 管理 【歴史⽂書】定員関係綴(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 病院部病院総務課⼈事係

管理運営 管理 【歴史⽂書】看護師確保緊急対策本部 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 病院部総務課⼈事係

管理運営 管理
【歴史⽂書】卒後臨床研修センター専⾨委員会関係(平成
18年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
病院部病院総務課臨床研
修係

管理運営 管理
【歴史⽂書】卒後臨床研修センター運営委員会関係(平成
18年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
病院部病院総務課臨床研
修係

管理運営 管理
【歴史⽂書】卒後臨床研修センター運営委員会関係(平成
13年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学部附属病院総務課卒
後臨床研修係

管理運営 管理
【歴史⽂書】卒後臨床研修センター専⾨委員会関係(平成
13年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学部附属病院総務課卒
後臨床研修係

管理運営 管理 【歴史⽂書】法学研究科委員会議事録(資料)(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⽂･法･経済学部学務第⼆
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】法学研究科委員会議事録(資料)(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⾓間北地区事務部学⽣課
学務第⼆係

管理運営 管理 【歴史⽂書】運営委員会議事概要(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⽂･法･経済学部学術研究
協⼒係

管理運営 管理 【歴史⽂書】博⼠後期課程運営委員会(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⾓間北地区事務部学⽣課
⼤学院第⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】法学研究科委員会議事録(資料)(平成3年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⽂･法･経済学部学務第⼆
係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾏事予定表(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 教育学部附属⾼等学校

管理運営 管理 【歴史⽂書】卒業⽣進路状況(平成23年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
学校教育学類附属⾼等学
校

管理運営 管理 【歴史⽂書】年間⾏事予定表(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 教育学部附属⼩学校

管理運営 管理 【歴史⽂書】職員会議録(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 教育学部附属⼩学校

管理運営 管理 【歴史⽂書】教官会議録(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 教育学部附属⼩学校

管理運営 管理 【歴史⽂書】年間⾏事予定表(平成23年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ 学校教育学類附属⼩学校

管理運営 管理 【歴史⽂書】学部会議事録(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑ ⼯学部総務係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾃然計測応⽤研究センター教員会議(平成18
年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⾓間南地区事務部総務課
⼈事係

管理運営 管理 【歴史⽂書】将来計画委員会議事録（平成23年度） 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⾓間南地区事務部総務課
総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】東⽇本⼤震災対応（平成23年度） 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⾓間南地区事務部総務課
総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】医短教授会(講師以上)(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(保
健学科)総務第⼆係

管理運営 管理 【歴史⽂書】医学展(平成23年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
宝町地区事務部学⽣課医
学学務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⼤学院運営委員会(平成13年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
医学系研究科･医学部(医
学科)学務第⼀係
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管理運営 管理 【歴史⽂書】教授会決定事項(昭和56年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼆係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院⾃然科学研究科薬学系分科会
議事録(平成12年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院⾃然科学研究科薬学系分科会
議事録(平成15年度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理
【歴史⽂書】⾦沢⼤学⼤学院薬学研究科委員会(昭和56年
度)

30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⽩⾐式（薬学系）（平成23年度） 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
宝町地区事務部薬学・が
ん研⽀援課企画総務係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成12年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成15年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(昭和56年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部教授会議事録(昭和61年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成8年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
薬学部･がん研究所総務第
⼀係

管理運営 管理 【歴史⽂書】⾦沢⼤学薬学部学部会議事録(平成18年度) 30年 2050/3/31 廃棄 資料館 2019年度 資料館⻑ 2020/04/01 紙 資料館⻑
⾓間南地区事務部総務課
総務第⼀係

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 秘書室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01
FD/CD/MD等
のメディア

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 秘書室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 卒業試験(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣成績⼀覧(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01
個別業務シス
テム

医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

医療 教育 学⽣名簿･住所録(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 教育 修⼠論⽂(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 処⽅箋（平成31年度） 2年 2022/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 卒業論⽂(平成31年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂(平成31年度) 10年 2030/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 ⿇薬帳簿(平成31年度) 2年 2022/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 ⿇薬譲渡証(平成31年度) 2年 2022/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 薬剤部主任会議関連⽂書(平成31年度) 10年 2030/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 管理 専⾨資格申請に関わる資料 (2019年度） 10年 2030/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 管理 薬剤部職員名簿 (2019年度) 20年 2040/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 管理 業務等実績表・⾃⼰評価総括表 (2019年度) 20年 2040/3/31 廃棄 事務室 2019年度 薬剤部⻑ 2020/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

教育・研究 研究 特許関連資料(令和元年度) 3年 2023/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 MTA関連⽂書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 研究 アルコール事業法記録簿(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学⽣⽀援関係資料(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 実験廃棄物関連⽂書(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 研究室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 ⼊試 ⼊試関連資料(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 留学⽣⽀援関連資料(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 事務室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教務 管理 健康診断ファイル(平成31年度) 10年 2030/3/31 廃棄 保健管理センター 2019年度 保健管理センター教授 2020/04/01 共有Server内 保健管理センター教授

教育・研究 教育 試験答案・レポート(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 試験問題(講座科⽬分)(令和元年度) 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2020/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 教員室 2019年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(令和２年度⼤学院⼊試) 10年 2030/3/31 廃棄 機械系事務室 2019年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 会議 機械⼯学類会議（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 機械系事務室 2019年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

⼈事 会議 機械⼯学系会議（⼈事）（令和元年度） 5年 2025/3/31 廃棄 機械⼯学類⻑室 2019年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題【物質化学類】(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻化学コース】(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻応⽤化学コース】(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 卒業研究要旨【物質化学類】(令和元年度) 5年 2025/03/31 廃棄 事務室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 管理 物質化学系（類）会議（代議員会）議事録(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 事務室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 管理 コース会議議事録【物質化学類】(令和元年度) 3年 2023/03/31 廃棄 事務室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(令和元年度) 10年 2030/03/31 廃棄 各研究室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質化学専攻】(令和元年度) 10年 2030/03/31 廃棄 各研究室 2019年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2020/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂（令和2年度） 常⽤ 9999/3/31 廃棄 教員室 2020年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2021/04/01 紙 電⼦情報科学専攻⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂（令和2年度） 常⽤ 9999/3/31 廃棄 教員室 2020年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2021/04/01
個別業務シス
テム

電⼦情報科学専攻⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員室 2020年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2021/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員室 2020年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2021/04/01
個別業務シス
テム

理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報学類系会議（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2020年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2021/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 会議 電⼦情報通信学類系会議（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2020年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2021/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 管理 電⼦情報通信学系会議（⼈事）（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2020年度 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑ 2021/04/01 DVD 理⼯学域電⼦情報通信学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(⼤学院⼊試) 10年 2031/3/31 廃棄 資料室(2A419) 2020年度 電⼦情報科学専攻⻑ 2021/04/01 紙 電⼦情報科学専攻⻑

附属学校 服務 休暇簿（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 転⼊園関係書類（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 健康診断票 健康診断票（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 傷病記録（令和2年度） 1年 2022/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 ⼊試 ⼊園決裁簿 ⼊園決裁簿（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（学籍
に関する記録） 指導要録（学籍に関する記録）（令和2年度） 20年 2041/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 出席簿 出席簿（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 園⽇誌（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 外部評価（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 学籍 幼児名簿 幼児名簿（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 会議 職員会議（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 庶務 ⾃⼰評価（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 刊⾏物 幼稚園要覧（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 家庭調査票 家庭調査票（令和2年度） 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 教育 指導要録（指導
に関する記録） 指導要録（指導に関する記録）（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 実習 教育実習関係（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 学籍 保育証書交付原
簿 保育証書交付原簿（令和2年度） 永年 9999/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 出勤簿（令和2年度） 60年 2081/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

附属学校 服務 緊急連絡カード 緊急連絡カード（令和2年度） 2年 2023/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属幼稚園⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属幼稚園⻑

教育・研究 会議 フロンティア⼯学類会議議事録（令和２年度） 3年 2024/3/31 廃棄 学類⻑室 2020年度 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域フロンティア⼯学類⻑

教育・研究 ⼈事 フロンティア⼯学系会議（⼈事）議事録（令和２年度） 3年 2024/3/31 廃棄 系⻑室 2020年度 理⼯研究域フロンティア⼯学系⻑ 2021/04/01 紙 理⼯研究域フロンティア⼯学系⻑

附属学校 会議 職員会議録 職員会議録(令和２年度) 10年 2031/3/31 廃棄 書庫 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 出席簿 出席簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 ⽣徒在籍⼀覧表 ⽣徒在籍⼀覧表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書交付原
簿 卒業証書交付原簿(令和２年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校要覧(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 図書室書庫 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 傷病記録簿 傷病記録簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 毒物劇物関係⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 理科研究室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽇本スポーツ振興センター関係⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 防災計画書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 進路指導資料 進路指導資料(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育
指導要録(学籍に
関する記録)(令和
元年度)

指導要録(学籍に関する記録)(令和２年度) 20年 2041/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 教育
指導要録(指導に
関する記録)(令和
元年度)

指導要録(指導に関する記録)(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 指導要録抄本 指導要録抄本(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 時間割(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 成績⼀覧表 成績⼀覧表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀
覧 卒業⽣進路先⼀覧(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⾏事 修学旅⾏等関係⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿 教育実習⽣名簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学級⽇誌(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 学校⽇誌(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 ⽇課表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 郵便切⼿等受払簿(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 庶務 郵便発送簿(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 証明 各種証明書発⾏簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 合否判定会議資
料 合否判定会議資料(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⽣徒転出⼊学関
係 ⽣徒転出⼊学関係(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 調査書 調査書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学願書 ⼊学願書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試結果⼀覧表 ⼊試結果⼀覧表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊試問題(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 ⼊試 募集要項(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 共有Server内 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 研修願(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 服務 出勤簿(令和２年度) 60年 2081/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 教育 家庭調査票 家庭調査票(令和２年度) 2年 2023/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票 ⽣徒健康診断票（令和２年度） 2年 2023/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属中学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属中学校⻑

教育・研究 研究 科研費申請書類（2020年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員研究室 2020年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2021/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑

教育・研究 管理 刑事法担当教員選考委員会議事要録 3年 2024/3/31 廃棄 教員研究室 2020年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2021/04/01 電磁的記録 ⼈間社会研究域法学系⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 教育 学期末試験答案（2020年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員研究室 2020年度 ⼈間社会研究域法学系⻑ 2021/04/01 紙 ⼈間社会研究域法学系⻑

医療 庶務 給⾷⽇誌(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 検⾷簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 予定献⽴表(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 書庫 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 実施献⽴表(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 従業員検便実施簿(令和2年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 管理 衛⽣管理点検表(令和2年度) 3年 2024/3/31 廃棄 書庫 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 紙 附属病院栄養管理部⻑

医療 服務 栄養管理室勤務割表(令和2年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 附属病院栄養管理部⻑ 2021/04/01 共有Server内 附属病院栄養管理部⻑

医療 調査報告 医療法⼿続関係綴(令和2年度) 30年 2051/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 X線使⽤学⽣健康診断(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 研究助成等(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 厚⽣労働省科学研究費補助⾦(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 経理 謝⾦(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ 審査委員会(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 任⽤ ⼈事関係(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理協会(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 全国⼤学保健管理施設協議会(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 兼業 兼業(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

財務 予算 予算関係(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 救急体制(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 旅費（旅⾏命令・依頼簿・出張報告書）(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

研究助成 研究 科学研究費補助⾦(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 調査報告 学内外(照会・回答・通知)(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 感染症(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
新型コロナウイルス感染
症関連を含む

⼈事 服務 休暇簿(令和2年度) 3年 2024/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

⼈事 服務 出勤簿(令和2年度) 60年 2081/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑
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⼈事 給与 給与関係(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

管理運営 会議 教員会議(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 管理 定期健康診断実施計画関係(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣ 学⽣教育研究災害傷害保険(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 紙 学務部学⽣⽀援課⻑

教務 福利厚⽣
学⽣教育研究災
害傷害保険加⼊
者名簿

学⽣教育研究災害傷害保険加⼊者名簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 学務部学⽣⽀援課⻑ 2021/04/01 共有Server内 学務部学⽣⽀援課⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊学試験関係書類（令和２年度実施分） 10年 2031/03/31 廃棄 ⽣物事務室 2020年度 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域⽣命理⼯学類⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学系会議議事要旨（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 ⼈事 地球社会基盤学系教員選考資料（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 社会基盤⼯学系会議議事メモ（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育
地球社会基盤学類中間・期末試験問題および答案コピー
（令和2年度）

5年 2026/3/31 廃棄 各教員室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 会議 地球社会基盤学類会議議事メモ（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育 令和3年度地球社会基盤学類編⼊学試験問題および答案 10年 2031/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 教育
令和3年度地球社会基盤学類ツイニングプログラム編⼊学
試験関係書類

10年 2031/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 予算 地球社会基盤学類予算配分資料（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 学類⻑／専攻⻑室 2020年度 理⼯学域地球社会基盤学類⻑ 2021/04/01 USB 理⼯学域地球社会基盤学類⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 教員室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑
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教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 紙 2020年度 がん進展制御研究所⻑ 2021/04/01 紙 がん進展制御研究所⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 実験室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 事務室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

医療 管理 処⽅箋 処⽅箋（令和2年度） 2年 2023/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 ⿇薬帳簿 ⿇薬帳簿（令和2年度） 2年 2023/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 特性⽣物由来製
品管理簿 ⿇薬譲渡証（令和2年度） 2年 2023/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 特定⽣物由来製品(⾎液製剤)管理簿（令和2年度） 20年 2041/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 薬剤部主任会議関連⽂書（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 管理 院内製剤関連⽂書（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 管理 専⾨資格申請に関わる資料（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 管理 薬剤部職員名簿（令和2年度） 20年 2041/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 管理 業務等実績表・⾃⼰評価総括表（令和2年度） 20年 2041/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 教育 学⽣名簿･住所録（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01
薬剤部⾨クラ
ウドサーバー

薬剤部⻑

医療 教育 修⼠論⽂(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 卒業論⽂（令和2年度） 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

医療 教育 博⼠論⽂（令和2年度） 10年 2031/3/31 廃棄 事務室 2020年度 薬剤部⻑ 2021/04/01 紙 薬剤部⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

附属学校 管理 職員会議録 各種検診・検査綴(令和2年度) 2年 2023/3/31 廃棄 保健室 2020年度 教育学部⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 出席簿 学級保健簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 教育学部⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒在籍⼀覧表 学業成績⼀覧表(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 教育学部⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 卒業証書交付原
簿 学校案内(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 刊⾏物 学校経営・学校⽇誌(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 学校要覧(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 教育学部⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 傷病記録簿 環境美化綴(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 奨学 教務⽇誌(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼諸⼈事・校務分掌記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⾦⼤附⾼評議員会記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研究 進路指導資料 ⾦沢⼤学附属⾼校研究協議会記録(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 資料室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研修 研修願(令和2年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事
指導要録(学籍に
関する記録)(令和
元年度)

⾏事予定表(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理
指導要録(指導に
関する記録)(令和
元年度)

⾼校教育研究紀要(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 資料室 2020年度 教育学部⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 指導要録抄本 ⾼校教育研究紀要起案，受領書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 教育学部⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 在学・卒業・卒⾒証明書発⾏簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 成績⼀覧表 指導要録(学籍に関する記録)(令和2年度) 20年 2041/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 卒業⽣進路先⼀
覧 指導要録(指導に関する記録)(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 出勤簿(令和2年度) 60年 2081/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 教育実習⽣名簿 出席簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 奨学 職員会議録(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 推薦⼊学資料(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 成績⼀覧(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研究 ⽣徒健康診断票(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 研修 ⽣徒指導資料(在学者，保護者)(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⾏事 ⽣徒⻭の検査票(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 合否判定会議資
料 全附連⾼校部会研究収録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 ⽣徒転出⼊学関
係 卒業のしおり(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 調査書 卒業証書授与原簿(令和2年度) 永年 9999/03/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⼊学願書 卒業⽣進路状況(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 進路指導室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 ⼊試結果⼀覧表 ⼤学合否⼀覧表(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 進路指導室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 服務 調査書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 学籍 ⽇本スポーツ振興センター綴(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 会議 ⽇本育英会及び他団体奨学⾦綴(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 研究室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学のしおり(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 家庭調査票 ⼊学者選抜に関する資料(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 ⽣徒健康診断票 ⼊学者選抜学⼒検査問題(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 保健指導記録簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 管理 保健調査票(令和2年度) 2年 2023/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 保健⽇誌(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 監査 防⽕・防災綴(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 教務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 証明 薬品購⼊簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 教育 郵便切⼿受払簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 ⼊試 郵便発送簿(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属⾼等学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⾼等学校⻑

附属学校 会議 職員会議録(2020年度) 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 指導要録（学⽣
に関する記録） 指導要録(学籍に関する記録)(2020年度) 20年 2041/3/31 廃棄 学習記録室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 準要保護児童⽣徒認定名簿(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 研究紀要等受払簿(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 刊⾏物 紀要(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 安全点検(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 避難訓練(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 指導要録（指導
に関する記録） 指導要録(指導に関する記録)(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 学習記録室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与関係⽂書(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 実習 教育実習⽣名簿(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書受領証明書(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書納⼊指⽰書(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 教科⽤図書給与児童⽣徒名簿(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 図書 転学児童教科⽤図書給与証明書(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 管理 学級保健簿 学級保健簿(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 管理 児童健康診断票 児童健康診断票(2020年度） 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 児童名簿 児童名簿(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学予定者⼀覧 ⼊学予定者⼀覧(2020年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原
簿 卒業証書授与原簿（2020年度） 永年 9999/3/31 廃棄 学習記録室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 庶務 学校沿⾰史(2020年度） 永年 9999/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属⼩学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属⼩学校⻑

附属学校 会議 卒業認定(令和２年度) 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議
⼊学志願者名
簿，⼊学志願者
検診記録，⼊学

合否判定会議資料(⼊学選考記録)(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会記録(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 研究会資料(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 職員会議(令和２年度) 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 管理職会・校務会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議
県知P連・県特P連・北知P連・全知P連・県特振(令和２年
度)

5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 全附連・全附P連(令和２年度) 1年 2022/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 教育課程委員会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 学校評議員会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 防災委員会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 いじめ対策委員会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 プロジェクト委員会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 進路指導研究協議会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 進路担当者会記録(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 会議 就労⽀援会議(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 卒業証書授与原
簿 卒業証書授与原簿(令和２年度) 永年 9999/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 児童・⽣徒転出⼊書類(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 ⼊学者台帳(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 学籍 出席簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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附属学校 管理
預⾦⼝座振替依
頼書（学校災害
共済給付）

学校災害共済給付⾦請求・報告(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 消防設備点検結果報告書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 ⾃衛消防組織表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校経営報告書(令和２年度) 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校環境衛⽣検査簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 AIG総合保障制度(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学部保健簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 健康診断表簿（各種検診検査綴）(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 傷病記録簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 児童・⽣徒健康診断票(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 学校医（⻭科・薬剤師）執務記録簿(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 病⽋（出席停⽌）記録表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 管理 保健⽇誌(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 保健室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 使⽤教室⼀覧(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 修学旅⾏⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 卒業⽣進路先⼀覧(令和２年度) 永年 9999/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 家庭環境調査表(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間指導計画(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 年間⾏事予定表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 児童・⽣徒名簿 指導要録(学籍に関する記録)(令和２年度) 20年 2041/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 指導要録(指導に関する記録)(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科担任・学級担任⼀覧(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科書採択・無償給与⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教育課程(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 課外活動に関する⽂書(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 学部通信(令和２年度) 1年 2022/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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附属学校 教育 学習発表会⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科書採択(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 教科⽤図書配当表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 体験⼊学(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 教育 ⾃⽴活動担当者会記録(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研究 研究発表会開催資料(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研修 研修願(教員)(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研修 初任研・中堅研(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 研修 職員進路研修(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 ⼊学式・卒業式(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 ⼊学説明会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 学校説明会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 職場⾒学(令和２年度) 10年 2031/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⾏事 保護者進路学習会(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 災害補償 インターンシップ保険(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教職⼤学院関係書類(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学校実習(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 校⻑室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 チャレンジワーク(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習・養護実習(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習指導案等(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習・養護実習講話資料(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 基礎演習(令和２年度) 3年 2024/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 教育実習運営会議(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 介護等体験(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 実習 学校インターンシップ(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 就職 障害者就労⽀度援護事業(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

附属学校 庶務 ⽇課表(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 進路担当 発送⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 庶務 進路担当 収受⽂書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 証明 ⾝分証明書発⾏
台帳 ⾝分証明書発⾏台帳(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 調査報告 各種調査・報告・回答(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 調査報告 進路状況・就職試験に関する調査・報告等(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学選考議事録(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学選考問題(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学選考志願者調書(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 ⼊学選考(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 教務課会(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

附属学校 ⼊試 合格通知(令和２年度) 5年 2026/3/31 廃棄 職員室 2020年度 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑ 2021/04/01 紙 学校教育学類附属特別⽀援学校⻑

教育・研究 管理 RI受⼊れ・使⽤・保管・廃棄・払出し記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 作業環境測定報告書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 6ヶ⽉施設点検(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI受⼊れ記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 管理区域⽴⼊記録（⼊室時刻順⼊退室⽇報）(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ総合研究施設利⽤申請書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中のRI濃度の測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中のRI濃度の測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 線量当量率測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 汚染状況の測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ総
合研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
総合研究施設⻑

教育・研究 管理 RI使⽤・保管・廃棄記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑
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⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 RI受⼊記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 RI廃棄記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設⼊退室記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 アイソトープ理⼯系研究施設利⽤申請書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排気中の放射性物質濃度測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 排⽔中の放射性物質濃度測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射性物質の汚染状況測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線管理状況報告書(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 放射線量率測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 教育訓練の記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 空気中の放射性物質濃度測定記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 ⾃主点検の記録(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センターアイソトープ理
⼯系研究施設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センターアイソトープ
理⼯系研究施設⻑

教育・研究 管理 動物⼊舎希望票(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 学年末・中間試験問題(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 実験動物管理⽇誌(令和2年度) 5年 2026/3/31 廃棄 センター担当係書庫 2020年度
学際科学実験センター実験動物研究施
設⻑

2021/04/01 紙
学際科学実験センター実験動物研究
施設⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 教員室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄
第１実験室及びG棟処
置室

2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

医療 診療 ⾻髄穿刺報告書
（外注） ⾻髄穿刺報告書（外注） (令和2年度) 30年 2051/3/31 廃棄 事務室 2020年度 ⾎液内科⻑ 2021/04/01 紙 ⾎液内科⻑

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 実験室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 事務室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任
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教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 教員室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 病理室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 准教授室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 共有Server内
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 事務室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

⼈事 服務 ⾦沢⼤学⼈材バ
ンク ⾦沢⼤学⼈材バンク（2020年度） 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度

男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2021/04/01
個別業務シス
テム

男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

研究助成 研究 ⼥性研究者⽀援関係書類（2020年度） 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2021/04/01 紙
男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

管理運営 会議 ラボラトリー会議（2020年度） 5年 2026/3/31 廃棄 事務室 2020年度
男⼥共同参画キャリアデザインラボラ
トリー特任助教

2021/04/01 紙
男⼥共同参画キャリアデザインラボ
ラトリー特任助教

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 事務室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 実験室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教務 管理 健康診断ファイル 健康診断ファイル(令和2年度) 10年 2031/3/31 廃棄 保健管理センター 2020年度 保健管理センター教授 2021/04/01 共有Server内 保健管理センター教授

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 管理 毒劇物受払簿(令和2年度) 1年 2022/3/31 廃棄 研究室 2020年度
医薬保健研究域（医学系） 分野等主
任

2021/04/01 紙
医薬保健研究域（医学系） 分野等
主任

教育・研究 教育 学年末・中間試験問題【機械⼯学類】（令和２年度） 5年 2026/3/31 廃棄 教員室 2020年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 ⼊試 ⼊試問題および答案(令和３年度⼤学院⼊試) 10年 2031/3/31 廃棄 機械系事務室 2020年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 会議 機械⼯学類会議（令和２年度） 5年 2026/3/31 廃棄 機械系事務室 2020年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

⼈事 会議 機械⼯学系会議（⼈事）（令和２年度） 5年 2026/3/31 廃棄
その他(媒体種別：
紙、その他の媒体)

2020年度 理⼯学域機械⼯学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域機械⼯学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻化学コース】(令和2年度) 5年 2026/03/31 廃棄 事務室 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂【物質化学専攻応⽤化学コース】(令和2年度) 5年 2026/03/31 廃棄 事務室 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 HD 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 卒業研究要旨【物質化学類】(令和2年度) 5年 2026/03/31 廃棄 事務室 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 紙 理⼯学域物質化学類⻑

124 / 125 ページ



⼤分類 中分類 (⼩分類) ファイル名 保存期間 保存期間の満了する⽇ 保存期間が満了したときの措置 保存場所 ⽂書作成取得⽇の含まれる年度 ⽂書作成取得⽇における⽂書管理者 保存期間の起算⽇ 媒体の種別 ⽂書ファイル等に係る⽂書管理者 備考

教育・研究 管理 物質化学系（類）会議（代議員会）議事録(令和2年度) 3年 2024/03/31 廃棄 系⻑ 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 HD 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 管理 コース会議議事録【物質化学類】(令和2年度) 3年 2024/03/31 廃棄 コース⻑ 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 HD 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質科学専攻】(令和2年度) 10年 2031/03/31 廃棄 各研究室 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 紙またはHD 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 博⼠論⽂【物質化学専攻】(令和2年度) 10年 2031/03/31 廃棄 各研究室 2020年度 理⼯学域物質化学類⻑ 2021/04/01 紙またはHD 理⼯学域物質化学類⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 修⼠論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑

教育・研究 教育 卒業論⽂ 5年 2024/03/31 廃棄 教員室 2018年度 ⼈間社会研究域学校教育系⻑ 2019/04/01 紙 ⼈間社会研究域学校教育系⻑
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