
大分類 中分類 小分類

2001年度 清瀬 総務 法人化 法人登記関係 総務係 2002年4月1日 永年 - 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2006年度 清瀬 総務 法人化 規程関係綴　H１８～ 総務係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2011年度 清瀬 総務 文書管理 法人文書ファイル管理簿 総務係 2012年4月1日 永年 - 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2005年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H１８ 総務係 2006年4月1日 30 2036年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2006年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H１９ 総務係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2007年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２０ 総務係 2008年4月1日 30 2038年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2008年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２１ 総務係 2009年4月1日 30 2039年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2009年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２２ 総務係 2010年4月1日 30 2040年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2010年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２３ 総務係 2011年4月1日 30 2041年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2011年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２４ 総務係 2012年4月1日 30 2042年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2012年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２５ 総務係 2013年4月1日 30 2043年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2013年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２６ 総務係 2014年4月1日 30 2044年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２７ 総務係 2015年4月1日 30 2045年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２８ 総務係 2016年4月1日 30 2046年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H２９ 管理係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H３０ 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　H３１ 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 文書管理 発議文書台帳　R０１ 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 文書管理 平成30年度法人文書廃棄 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 文書管理 令和元年度法人文書廃棄 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 文書管理 収受文書台帳　H２７ 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 文書管理 収受文書台帳　H２８ 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 文書管理 収受文書台帳　H２９ 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 文書管理 収受文書台帳　H３０ 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 文書管理 収受文書台帳　H３１ 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2013年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（平成２５年度） 総務係 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 25年

2014年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄 当初の保存期間満了日： 2020年3月31日 延長期間 25年

2015年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄 当初の保存期間満了日： 2021年3月31日 延長期間 25年

2016年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄 当初の保存期間満了日： 2022年3月31日 延長期間 25年

2017年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄 当初の保存期間満了日： 2023年3月31日 延長期間 25年

2018年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 法人化 監督署届出（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 任免 平成２６年度人事異動・昇給昇格 総務係 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 任免 平成２７年度人事異動・昇給昇格 総務係 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 任免 平成２８年度人事異動・昇給昇格 管理係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 任免 平成２９年度人事異動・昇給昇格 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 任免 平成３０年度人事異動・昇給昇格 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 任免 令和元年度人事異動・昇給昇格 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 任免 平成２６年度任期付研究員公募採用関係 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 任免 平成２７年度任期付研究員公募採用関係 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 任免 平成２８年度任期付研究員公募採用関係 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 任免 平成２９年度任期付研究員公募採用関係 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 任免 平成３０年度任期付研究員公募採用関係 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 任免 令和元年度任期付研究員公募採用関係 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2000年度 清瀬 総務 任免 研究員人事記録 総務係 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2000年度 清瀬 総務 任免 研究員人事記録 総務係 2001年4月1日 30 2031年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 任免 平成２７年度事務職人事記録 総務係 2016年4月1日 30 2046年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 任免 平成２８年度事務職人事記録 管理係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 任免 平成２９年度事務職人事記録 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 任免 平成３０年度事務職人事記録 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 任免 令和元年度事務職人事記録 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 任免 平成２７年度再雇用関係 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 任免 平成２８年度再雇用関係 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 任免 平成２９年度再雇用関係 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄
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2018年度 清瀬 総務 任免 平成３０年度再雇用関係 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 任免 令和元年度再雇用関係 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 任免 平成２７年度非常勤職員採用関係 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 任免 平成２８年度非常勤職員採用関係 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 任免 平成２９年度非常勤職員採用関係 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 任免 平成３０年度非常勤職員採用関係 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 任免 令和元年度非常勤職員採用関係 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 任免 平成２７年度特定有期雇用職員採用関係 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 任免 平成２８年度特定有期雇用職員採用関係 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 任免 平成２９年度特定有期雇用職員採用関係 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 任免 平成３０年度特定有期雇用職員採用関係 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 任免 令和元年度特定有期雇用職員採用関係 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2012年度 清瀬 総務 栄典・表彰 平成２４年度叙勲関係 総務係 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 栄典・表彰 平成２６年度職員表彰・永年勤続・業績評価 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 栄典・表彰 平成２７年度職員表彰・永年勤続・業績評価 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 出勤簿（平成２７年） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 出勤簿（平成２８年） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 出勤簿（平成２９年） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 出勤簿（平成３０年） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 出勤簿（平成３１年） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 休暇簿（平成２７年） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 休暇簿（平成２８年） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 休暇簿（平成２９年） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 休暇簿（平成３０年） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 休暇簿（平成３１年） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 服務 休暇簿（令和０２年） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等報告書（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等報告書（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等報告書（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等報告書（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等報告書（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等命令簿（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等命令簿（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等命令簿（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等命令簿（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 服務 超過勤務等命令簿（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 決裁 研究生等受入伺い（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 3 2020年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 決裁 平成２６年度出張伺い 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 決裁 平成２７年度出張伺い 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 決裁 平成２８年度出張伺い 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 決裁 平成２９年度出張伺い 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 決裁 平成３０年度出張伺い 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 決裁 令和１年度出張伺い 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 決裁 平成２６年度出張復命書 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 決裁 平成２７年度出張復命書 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 決裁 平成２８年度出張復命書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 決裁 平成２９年度出張復命書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 決裁 平成３０年度出張復命書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 決裁 令和１年度出張復命書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 旅費 平成２６年度旅行命令簿 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 旅費 平成２７年度旅行命令簿 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 旅費 平成２８年度旅行命令簿 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 旅費 平成２９年度旅行命令簿 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄
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2018年度 清瀬 総務 旅費 平成３０年度旅行命令簿 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 旅費 令和１年度旅行命令簿 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 旅費 平成２６年度旅費請求書 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 旅費 平成２７年度旅費請求書 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 旅費 平成２８年度旅費請求書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 旅費 平成２９年度旅費請求書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 旅費 平成３０年度旅費請求書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 旅費 令和１年度旅費請求書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 決裁 平成２６年度委員等委嘱依頼 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 決裁 平成２７年度委員等委嘱依頼 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 決裁 平成２７年度委員等委嘱依頼 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 決裁 平成２８年度委員等委嘱依頼 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 服務 兼業関係（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 兼業関係（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 兼業関係（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 兼業関係（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 兼業関係（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 服務 兼業関係（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 その他 平成２８年度安全衛生コンサルタント依嘱依頼 管理係 2017年4月1日 3 2020年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 その他 平成２９年度安全衛生コンサルタント依嘱依頼 管理係 2018年4月1日 3 2021年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 その他 平成３０年度安全衛生コンサルタント依嘱依頼 管理係 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 その他 令和元年度安全衛生コンサルタント依嘱依頼 管理係 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 委員会 平成２８年度安全衛生委員会 管理係 2017年4月1日 3 2020年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 委員会 平成２９年度安全衛生委員会 管理係 2018年4月1日 3 2021年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 委員会 平成３０年度安全衛生委員会 管理係 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 委員会 令和１年度安全衛生委員会 管理係 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 総務 謝金関係綴（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 総務 謝金関係綴（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 総務 謝金関係綴（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 総務 謝金関係綴（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 総務 謝金関係綴（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 総務 謝金関係綴（令和１年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2009年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２１年度） 総務係 2010年4月1日 10 2020年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2010年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２２年度） 総務係 2011年4月1日 10 2021年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2011年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２３年度） 総務係 2012年4月1日 10 2022年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2012年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２４年度） 総務係 2013年4月1日 10 2023年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2013年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２５年度） 総務係 2014年4月1日 10 2024年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 10 2025年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 10 2026年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 10 2027年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 服務 健康診断（定期・特別・婦人）（令和１年度） 管理係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理課 管理係 廃棄

2009年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２１年度） 総務係 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2010年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２２年度） 総務係 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2011年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２３年度） 総務係 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2012年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２４年度） 総務係 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2013年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２５年度） 総務係 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 服務 人間ドック（令和１年度） 管理係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄
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2016年度 清瀬 総務 服務 ストレスチェック実施関係綴り（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 服務 ストレスチェック実施関係綴り（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 服務 ストレスチェック実施関係綴り（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 服務 ストレスチェック実施関係綴り（令和１年度） 管理係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 給与 労働保険料申告書綴（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 給与 労働保険料申告書綴（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 給与 労働保険料申告書綴（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 給与 労働保険料申告書綴（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 給与 労働保険料申告書綴（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 給与 労働保険料申告書綴（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 退職金 退職手当（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 退職金 退職手当（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 退職金 退職手当（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 退職金 退職手当（平成２９年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 退職金 退職手当（平成３０年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 給与 基準給与簿（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 給与 基準給与簿（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 給与 基準給与簿（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 給与 基準給与簿（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 給与 基準給与簿（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 給与 基準給与簿（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 給与 平成２６年度給与・賞与支払決議書 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 給与 平成２７年度給与・賞与支払決議書 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 給与 平成２８年度給与・賞与支払決議書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 給与 平成２９年度給与・賞与支払決議書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 給与 平成３０年度給与・賞与支払決議書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 給与 令和元年度給与・賞与支払決議書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 給与 平成２６年職員別給与簿 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 給与 平成２７年職員別給与簿 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 給与 平成２８年職員別給与簿 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 給与 控除申告書・源泉徴収票（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 給与 控除申告書・源泉徴収票（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 給与 控除申告書・源泉徴収票（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 給与 控除申告書・源泉徴収票（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 給与 控除申告書・源泉徴収票（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 給与 控除申告書・源泉徴収票（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2014年度 清瀬 総務 給与 社会保険手続関係綴（平成２６年度） 総務係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 給与 社会保険手続関係綴（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 給与 社会保険手続関係綴（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 給与 社会保険手続関係綴（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 給与 社会保険手続関係綴（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 給与 社会保険手続関係綴（令和１年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 情報公開 情報公開開示決定等（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 情報公開 情報公開開示決定等（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 総務 情報公開 情報公開開示決定等（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 総務 情報公開 情報公開開示決定等（平成３０年度） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 総務 情報公開 情報公開開示決定等（令和元年度） 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2015年度 清瀬 総務 訴訟 訴訟関係（平成２７年度） 総務係 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務課 総務第一係 廃棄

2016年度 清瀬 総務 訴訟 訴訟関係（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2002年度 清瀬 会計第一係 決算 平成13年度　財務諸表及び剰余金に関する原議綴 会計第一係 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2003年度 清瀬 会計第一係 決算 平成14年度　財務諸表及び剰余金に関する原議綴 会計第一係 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2004年度 清瀬 会計第一係 決算 平成15年度　財務諸表及び剰余金に関する原議綴 会計第一係 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2005年度 清瀬 会計第一係 決算 平成16年度　財務諸表及び剰余金に関する原議綴 会計第一係 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2006年度 清瀬 会計第一係 決算 平成17年度　財務諸表及び剰余金に関する原議綴 会計第一係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄
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2007年度 清瀬 会計第一係 決算 平成18年度　財務諸表に関する原議綴 会計第一係 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2007年度 清瀬 会計第一係 決算 平成18年度　財務諸表　作成資料綴 会計第一係 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2008年度 清瀬 会計第一係 決算 平成19年度　財務諸表に関する原議綴 会計第一係 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2009年度 清瀬 会計第一係 決算 平成20年度　財務諸表に関する原議綴 会計第一係 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2010年度 清瀬 会計第一係 決算 平成21年度　財務諸表に関する原議綴 会計第一係 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2011年度 清瀬 会計第一係 決算 平成22年度　財務諸表等原議 会計第一係 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2012年度 清瀬 会計第一係 決算 平成23年度　会計係決裁綴り 会計第一係 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2013年度 清瀬 会計第一係 決算 平成25年度　会計係決裁綴り 会計第一係 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度4月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度5月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度6月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度7月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度8月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度9月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度10月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度11月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度12月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度1月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度2月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度3月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度一般会計　支払明細表　通帳の写し 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度4月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度5月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度6月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度7月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度8月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度9月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度10月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度11月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度12月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度1月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度2月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度3月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度特別会計　通帳写し　振込手数料 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　民間受託その他会計　残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度その他会計　謝金収入　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度その他会計　通帳写し　支払明細表　 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度その他会計　科学研究費補助金　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　調整勘定及び支払い訂正日等 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2013年度 清瀬 会計第一係 決算 平成25年度　財務諸表関係資料　決算関係 会計第一係 2014年4月1日 6 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　月次決算報告書 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　会計係決裁綴り 会計第一係 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　消費税関係 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　運営費交付金・施設整備費補助金　入金　振替伝票綴 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　運営費交付金・施設整備費補助金・民間受託研究請求等関係 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度4月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度5月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度6月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度7月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度8月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度9月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度10月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度11月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度12月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄
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2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度1月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度2月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度3月分一般会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度一般会計　支払明細表　通帳の写し 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度4月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度5月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度6月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度7月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度8月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度9月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度10月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度11月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度12月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度1月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度2月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度3月分特別会計　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度特別会計　通帳写し　振込手数料 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　民間受託その他会計　残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度その他会計　謝金収入　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度その他会計　通帳写し　支払明細表　 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度その他会計　科学研究費補助金　合計残高試算表附属証拠書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　調整勘定及び支払い訂正日等 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成26年度　財務諸表関係資料　決算関係 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　月次決算報告書 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　会計係決裁綴り 会計第一係 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　消費税関係 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　運営費交付金・施設整備費補助金　入金　振替伝票綴 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 清瀬 会計第一係 決算 平成27年度　運営費交付金・施設整備費補助金請求等関係 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成28年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成29年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成29年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度平成29年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成29年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成30年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成30年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度平成30年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

6/21p



大分類 中分類 小分類
作成・取得

年度等
名称 作成・取得者 起算日

保存期間
（単位：年）

文書分類

備考
保存期間
満了日

保存媒体
の種別

保存場所 管理者
保存期間
満了後の

措置

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成30年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成31年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成31年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度平成31年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度　重点研究　合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　重点研究　合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度平成31年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和元年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和2年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和2年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度令和2年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度　給与関係 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度　給与関係 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度　給与関係 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　給与関係 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度　会計処理➀（表記年度計上・翌年度消込処理） 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度　会計処理➀（表記年度計上・翌年度消込処理） 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度　会計処理➀（表記年度計上・翌年度消込処理） 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　会計処理(令和元年度支出受入れ等案件) 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成二十八年度　通帳写し 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成二十九年度　通帳写し 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成三十年度　通帳写し 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　通帳写し 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度　調整勘定及び支払日訂正等 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度　調整勘定及び支払日訂正等 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度　調整勘定及び支払日訂正等 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　調整勘定及び支払日訂正等 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度月次決算 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度月次決算 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄
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2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度月次決算 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度月次決算 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度　管理係（会計）決裁綴り 管理係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　4月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　5月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　6月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　7月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　8月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　9月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　10月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　11月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　12月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　1月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　2月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　3月分 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　4月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　5月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　6月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　7月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　8月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　9月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　10月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　11月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　12月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　1月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　2月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　3月分 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　4月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　5月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　6月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　7月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　8月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　9月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　10月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　11月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　12月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　1月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　２月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　３月分 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　4月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　5月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　6月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　7月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　8月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　9月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　10月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　11月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　12月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　1月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　2月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　3月分 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　重点研究 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　重点研究 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　謝金等収入 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄
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2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　謝金等収入 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　謝金等収入 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　謝金等収入 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　科研費 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　科研費 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　科研費 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　科研費 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　民間受託 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　民間受託 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　民間受託 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　民間受託 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 登戸 管理係 決算 平成二十八年度　労災疾病臨床研究事業費補助金 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 登戸 管理係 決算 平成二十九年度　労災疾病臨床研究事業費補助金 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 登戸 管理係 決算 平成三十年度　労災疾病臨床研究事業費補助金 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　【過労死】　労災疾病臨床研究事業費補助金 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 登戸 管理係 決算 令和元年度　【放射線】　労災疾病臨床研究事業費補助金 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成28年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成29年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成29年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度平成29年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成29年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成30年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成30年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度平成30年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成30年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成31年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成31年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度平成31年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度平成31年4月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年5月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄
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2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年6月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年7月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年8月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年9月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年10月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年11月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和元年12月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和2年1月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和2年2月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度令和2年3月分合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度　重点研究　合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度　重点研究　合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度謝金等収入合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度科学研究費補助金合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 バイオ 管理係 決算 平成28年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 バイオ 管理係 決算 平成29年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 バイオ 管理係 決算 平成30年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 バイオ 管理係 決算 令和元年度民間受託合計残高試算表付属証拠書 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2016年度 清瀬 管理係 決算 平成27年度　財務諸表関係資料 管理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成28年度　財務諸表関係資料 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度　財務諸表関係資料 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度補助簿 管理係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度補助簿 管理係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度補助簿 管理係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度固定資産除却 管理係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度固定資産除却 管理係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　固定資産除却 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度金銭出納簿 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度金銭出納簿 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　金銭出納簿 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度銀行勘定帳 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度銀行勘定帳 管理係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　銀行勘定帳 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 管理係 決算 平成29年度総勘定元帳 管理係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2018年度 清瀬 管理係 決算 平成30年度総勘定元帳 管理係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2019年度 清瀬 管理係 決算 令和元年度　総勘定元帳 管理係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

1994年度 清瀬 経理第一係 固定資産 東京都への土地売り払い　 経理第一係 1995年4月1日 永年 - 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2013年度 清瀬 経理第一係 固定資産 清瀬市への土地譲渡　 経理第一係 2014年4月1日 永年 - 紙 総務課 経理第一係 廃棄

1985年度 清瀬 経理第一係 施設・整備 少量危険物貯蔵取扱届出 経理第一係 1986年4月1日 永年 - 紙 総務課 経理第一係 廃棄

1992年度 清瀬 経理第一係 施設・整備 火を使用する設備等の設置届出 経理第一係 1993年4月1日 永年 - 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2001年度 清瀬 経理第一係 施設・整備 建物設計・完成図書 経理第一係 2002年4月1日 永年 - 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2013年度 清瀬 経理第一係 規程 政府調達手続規程の改正　/業務方法書の変更 経理第一係 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 労働者派遣契約解除関係 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2013年度 清瀬 経理第一係 契約 小口現金関係 経理第一係 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 施設整備費補助金（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 施設整備費補助金（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 施設設備費補助金（平成３０年度）契約報告書の提出について 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 施設設備費補助金（令和元年度）契約報告書の提出について 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄
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2014年度 清瀬 経理第一係 契約 年間契約（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 年間契約（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 契約 年間契約（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 契約 年間契約（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 年間契約（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 年間契約（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 入札決裁（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 入札決裁（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 契約 入札決裁（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 契約 入札決裁（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 入札決裁（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 入札決裁（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 支払一覧表（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 支払一覧表（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 契約 支払一覧表（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 契約 支払一覧表（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 支払一覧表（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 支払一覧表（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 請求書関係（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 請求書関係（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 契約 請求書関係（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 契約 請求書関係（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 請求書関係（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 請求書関係（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係（経産ロボ）平成２６年度 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係（消炎装置）平成２６年度 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係「ロボット介護機器開発・導入促進事業」平成２７年度 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 契約 受託研究関係「ロボット介護機器開発・導入促進事業」平成２8年度 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 契約 受託研究関係「ロボット介護機器開発・導入促進事業」平成２９年度 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 受託研究関係「ロボット介護機器開発・標準化事業」平成３０年度 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 受託研究関係「目視外及び第三者上空での飛行に向けた無人航空機の性能評価基準」平成３０年度 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）」平成２７年度 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係「消炎装置の改良」平成２７年度 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係「水素拡散挙動調査のための温度場計測の調査平成２７年度 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 契約 受託研究関係「転倒による傷害耐性データに関する国際標準化」平成２７年度 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 受託研究関係「建設工事の設計段階における労働災害防止対策の普及促進事業」平成３０年度 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 受託研究関係（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）「ロボット介護機器開発・基準化のための安全評価基準、効果性能基準、実証試験基準策定、開発補助事業支援、国際標準化および国際事業展開に関する研究開発」 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 受託研究関係（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）「目視外及び第三者上空での飛行に向けた無人航空機の性能評価基準」 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2009年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２１年度） 経理第一係 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2010年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２２年度） 経理第一係 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2011年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２３年度） 経理第一係 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2012年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２４年度） 経理第一係 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2013年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２５年度） 経理第一係 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 委員会 契約監視委員会（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2009年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２１年度） 経理第一係 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2010年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２２年度） 経理第一係 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2011年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２３年度） 経理第一係 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2012年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２４年度） 経理第一係 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2013年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２５年度） 経理第一係 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 委員会 公共調達審査会（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 決裁 温室効果ガス排出抑制計画 経理第一係 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 決裁 特定調達に係る会計検査院特別検査 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄
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2014年度 清瀬 経理第一係 決裁 報告関係（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 決裁 報告関係（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 決裁 報告関係（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 決裁 報告関係（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 決裁 報告関係（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 決裁 報告関係（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2014年度 清瀬 経理第一係 決裁 官公署等への届出関係（平成２６年度） 経理第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2015年度 清瀬 経理第一係 決裁 官公署等への届出関係（平成２７年度） 経理第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 経理第一係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 決裁 官公署等への届出関係（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 契約 固定資産台帳（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 契約 固定資産台帳（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 契約 固定資産台帳（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理下 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 契約 固定資産台帳（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理下 契約係 廃棄

2016年度 清瀬 経理係 決裁 現金預金残高内訳表（平成２８年度） 経理係 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 管理課 経理係 廃棄

2017年度 清瀬 契約係 決裁 現金預金残高内訳表（平成２９年度） 契約係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2018年度 清瀬 契約係 決裁 現金預金残高内訳表（平成３０年度） 契約係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2019年度 清瀬 契約係 決裁 現金預金残高内訳表（令和元年度） 契約係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 管理課 契約係 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究企画調整部 研究企画調整部 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究発表・投稿伺い（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究事務文書（平成30年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 研究発表・投稿伺い 研究事務文書（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2006年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成１８年度） 研究企画調整部 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2007年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成１９年度） 研究企画調整部 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2008年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２０年度） 研究企画調整部 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２８年度） 管理係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 規程 委員会規程決裁文書（平成２９年度） 管理係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 管理課 管理係 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 会議 役員会議（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 会議 幹部会議（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 会議 幹部会議（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 会議 幹部会議（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 会議 幹部会議（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄
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2012年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 特許 特許関係（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2006年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成１８年度） 労働災害調査分析センター 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2007年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成１９年度） 労働災害調査分析センター 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2008年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２０年度） 労働災害調査分析センター 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２１年度） 労働災害調査分析センター 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２２年度） 労働災害調査分析センター 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２３年度） 労働災害調査分析センター 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２４年度） 労働災害調査分析センター 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２５年度） 労働災害調査分析センター 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２６年度） 労働災害調査分析センター 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２７年度） 労働災害調査分析センター 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 研究 共同研究（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2006年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成１８年度） 労働災害調査分析センター 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2007年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成１９年度） 労働災害調査分析センター 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2008年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２０年度） 労働災害調査分析センター 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２１年度） 労働災害調査分析センター 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２２年度） 労働災害調査分析センター 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２３年度） 労働災害調査分析センター 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２４年度） 労働災害調査分析センター 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２５年度） 労働災害調査分析センター 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２６年度） 労働災害調査分析センター 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２７年度） 労働災害調査分析センター 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 研究 受託研究（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 研究 研究計画書（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 貸与 施設・設備貸与（平成２８年度） 労働災害調査分析センター 2017年4月1日 3 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 貸与 施設・設備貸与（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 3 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 貸与 施設・設備貸与（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 貸与 施設・設備貸与（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 応募・交流 文部科学省科学研究費補助金（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 応募・交流 文部科学省科学研究費補助金（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 応募・交流 文部科学省科学研究費補助金（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 応募・交流 文部科学省科学研究費補助金（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 応募・交流 文部科学省科学研究費補助金（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 応募・交流 文部科学省科学研究費補助金（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究・交流 厚生科学研究費補助金（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄
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2015年度 清瀬 研究部 研究・交流 厚生科学研究費補助金（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 研究・交流 厚生科学研究費補助金（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 研究・交流 厚生科学研究費補助金（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 研究・交流 厚生科学研究費補助金（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 応募・交流 厚生科学研究費補助金（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 研究 外部評価委員会（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２１年度） 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２２年度） 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２３年度） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２４年度） 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２５年度） 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２６年度） 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２７年度） 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２８年度） 研究推進・国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成２９年度） 研究推進・国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会　（平成３０年度） 研究推進・国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 研究 内部評価委員会（令和元年度） 研究推進・国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 委員会 平成２１年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 委員会 平成２２年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 委員会 平成２３年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 委員会 平成２４年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 委員会 平成２５年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 委員会 平成２６年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 委員会 平成２７年度独法評価委員会資料 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進・国際センター 研究推進・国際センター 廃棄

2006年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成１８年度） 労働災害調査分析センター 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2007年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成１９年度） 労働災害調査分析センター 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2008年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２０年度） 労働災害調査分析センター 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2009年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２１年度） 労働災害調査分析センター 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2010年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２２年度） 労働災害調査分析センター 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2011年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２３年度） 労働災害調査分析センター 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2012年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２４年度） 労働災害調査分析センター 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2013年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２５年度） 労働災害調査分析センター 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2014年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２６年度） 労働災害調査分析センター 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2015年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２７年度） 労働災害調査分析センター 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2016年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２８年度） 労働災害調査分析センター 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2017年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成２９年度） 労働災害調査分析センター 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2018年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（平成30年度） 労働災害調査分析センター 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2019年度 清瀬 研究部 災害調査 災害調査報告書（令和元年度） 労働災害調査分析センター 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 労働災害調査分析センター 労働災害調査分析センター 廃棄

2001年度 登戸 総務 規程 規程原義　H13 庶務係 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2002年度 登戸 総務 規程 規程原義　H14 庶務係 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2003年度 登戸 総務 規程 規程原義　H15 庶務係 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2004年度 登戸 総務 規程 規程原義　H16 庶務係 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2005年度 登戸 総務 規程 規程原義　H17 庶務係 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2000年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　S61～H12 庶務係 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 倉庫３ 総務第二係 廃棄

2003年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H13～H15 庶務係 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 倉庫３ 総務第二係 廃棄

2005年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H16～H１７ 庶務係 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 倉庫３ 総務第二係 廃棄

2008年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H１８～H２０ 総務第二係 2009年4月1日 30 2039年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2009年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２１ 総務第二係 2010年4月1日 30 2040年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄
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2010年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２２ 総務第二係 2011年4月1日 30 2041年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2011年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２３ 総務第二係 2012年4月1日 30 2042年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2012年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２４ 総務第二係 2013年4月1日 30 2043年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2013年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２５ 総務第二係 2014年4月1日 30 2044年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２６ 総務第二係 2015年4月1日 30 2045年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２７ 総務第二係 2016年4月1日 30 2046年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２８ 総務第二係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H２９ 管理第二係 2017年4月1日 30 2047年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H３０ 管理第二係 2018年4月1日 30 2048年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　H３１ 管理第二係 2019年4月1日 30 2049年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 文書管理 発議文書台帳　R２ 管理係 2020年4月1日 30 2050年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　H２６ 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　H２７ 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　H２８ 総務第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　H２９ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　H３０ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　H３１ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 文書管理 収受文書台帳　R２ 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 管理第二係 管理第二係 廃棄

2009年度 登戸 総務 任免 採用関係　H21 総務第二係 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2009年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２１ 総務第二係 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2010年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２２ 総務第二係 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2011年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２３ 総務第二係 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2012年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２４ 総務第二係 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2013年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２５ 総務第二係 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２６ 総務第二係 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２７ 管理第二係 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２８ 管理第二係 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H２９ 管理第二係 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H３０ 管理第二係 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 服務 定期健康診断関係　H３１ 管理係 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 服務 休暇簿　H26 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 服務 休暇簿　H27 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 休暇簿　H28 総務第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 休暇簿　H29 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 服務 休暇簿　H30 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 服務 休暇簿　H31 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 服務 休暇簿　R2 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 服務 勤務関係　H26 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 服務 勤務関係　H27 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 服務 勤務関係　H28 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 勤務関係　H29 総務第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 服務 勤務関係　H30 総務第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 総務第二係 総務第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 服務 出勤簿　H26 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 服務 出勤簿　H27 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 出勤簿　H28 総務第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 出勤簿　H29 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 服務 出勤簿　H30 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 郵便等 切手利用実績簿　H２６ 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 郵便等 切手利用実績簿　H２７ 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 郵便等 切手利用実績簿　H２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 郵便等 切手利用実績簿　H２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 郵便等 切手利用実績簿　H３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 郵便等 切手利用実績簿　H３１ 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 郵便等 郵便料金計器表示額報告書　H２６ 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄
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2015年度 登戸 総務 郵便等 郵便料金計器表示額報告書　H２７ 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 郵便等 郵便料金計器表示額報告書　H２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 郵便等 郵便料金計器表示額報告書　H２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 郵便等 郵便料金計器表示額報告書　H３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 郵便等 郵便料金計器表示額報告書　H３１ 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 旅費 公用外出管理表　H２６ 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 旅費 公用外出管理表　H２７ 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 旅費 公用外出管理表　H２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 旅費 公用外出管理表　H２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 旅費 公用外出管理表　H３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 旅費 公用外出管理表　H３１ 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 旅費 旅行命令簿　H26 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 旅費 旅行命令簿　H27 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 旅費 旅行命令簿　H28 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 総務 法人化 監督署届出（平成２６年度） 総務第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2015年度 登戸 総務 法人化 監督署届出（平成２７年度） 総務第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務第二係 総務第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 法人化 監督署届出（平成２８年度） 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 法人化 監督署届出（平成２９年度） 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　一般会計 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　四月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　五月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　六月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　七月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　八月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　九月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　十月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　十一月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　十二月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　一月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　二月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　振替伝票綴り　特別会計　三月分 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　謝金収入 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　科研費 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2014年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十六年度　民間受託 会計第一係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　一般会計 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　四月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　五月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　六月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　七月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　八月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　九月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　十月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　十一月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　十二月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　一月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　二月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　振替伝票綴り　特別会計　三月分 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　謝金収入 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　科研費 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　民間受託 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

2015年度 登戸 会計第一係 決算 平成二十七年度　労災疾病臨床研究事業費補助金 会計第一係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 総務課 会計第一係 廃棄

1984年度 登戸 調度 固定資産 構内除草地面積 調度係 1985年4月1日 永年 - 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

1997年度 登戸 調度 連絡調整 放射性同位元素関係 調度係 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

1998年度 登戸 調度 連絡調整 国際規制物質（核燃料物質）関係 調度係 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄
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1999年度 登戸 調度 固定資産 測量成果図 調度係 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2001年度 登戸 調度 固定資産 試験成績表Ｈ１３ 調度係 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2003年度 登戸 調度 施設・設備 個人線量当量報告　Ｈ１１～Ｈ１５ 調度係 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2004年度 登戸 調度 施設・設備 放射線管理状況報告書　Ｈ１５～Ｈ１６ 調度係 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2005年度 登戸 調度 連絡調整 核燃料物質報告書　Ｈ１０～Ｈ１７ 調度係 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2005年度 登戸 調度 施設・設備 個人線量当量報告　Ｈ１６～Ｈ１７ 調度係 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2006年度 登戸 経理 連絡調整 核燃料物質報告書（Ｈ１８～） 経理第二係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2006年度 登戸 経理 施設・設備 個人線量当量報告（Ｈ１８～Ｈ２０） 経理第二係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2006年度 登戸 経理 施設・設備 放射線管理状況報告書　Ｈ１７～Ｈ１８ 調度係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2006年度 登戸 調度 施設・設備 ＲＩ設備関係（Ｈ１８～）、放射線管理状況報告書（Ｈ１９～） 経理第二係 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2009年度 登戸 経理 施設・設備 個人線量当量報告（Ｈ２１～） 経理第二係 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2012年度 登戸 経理 施設・設備 個人線量当量報告（Ｈ２４～） 経理第二係 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2012年度 登戸 経理 施設・設備 放射線管理状況報告書（Ｈ２４～） 経理第二係 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 外国雑誌資料　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 機械器具決裁　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 人材派遣関係綴　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 業務委託　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 個人線量当量報告（Ｈ２６～） 経理第二係 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 年契入札（単価）　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 年契入札（総価）　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 年契随契（単価・総価）　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 工事　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2014年度 登戸 経理 契約 インダストリアルヘルス　Ｈ２６ 経理第二係 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 外国雑誌資料　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 機械器具決裁　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 人材派遣関係綴　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 業務委託　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 年契入札（単価）　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 年契入札（総価）　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 年契随契（単価・総価）　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 施設工事　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2015年度 登戸 経理 契約 インダストリアルヘルス　Ｈ２７ 経理第二係 2016年4月1日 5 2021年3月31日 紙 経理第二係 経理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 外国雑誌資料　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 機械器具決裁　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 人材派遣関係綴　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 業務委託　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 年契入札（単価）　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 年契入札（総価）　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 年契随契（単価・総価）　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 施設工事　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 インダストリアルヘルス　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 法人化 監督署届出（平成３０年度） 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 委員会 安全衛生委員会　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 3 2020年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 決裁 官公署等への届出関係　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 総務 服務 兼職関係　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 総務 服務 兼職関係　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 総務 服務 兼職関係　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 総務 服務 兼職関係　Ｈ３１ 管理係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 文部科学省科学研究費補助金　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 厚生科学研究費補助金　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 受託研究関係　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2016年度 登戸 経理 契約 労災疾病臨床研究事業費補助金関係　Ｈ２８ 管理第二係 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 経理 契約 機械器具決裁　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 経理 契約 人材派遣関係綴　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄
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2017年度 登戸 経理 契約 業務委託　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 経理 契約 年契随契（単価・総価）　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 経理 契約 文部科学省科学研究費補助金　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 経理 契約 厚生科学研究費補助金　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2017年度 登戸 経理 契約 労災疾病臨床研究事業費補助金関係　Ｈ２９ 管理第二係 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 機械器具決裁　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 人材派遣関係綴　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 業務委託　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 年契随契（単価・総価）　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 文部科学省科学研究費補助金　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 厚生科学研究費補助金　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2018年度 登戸 経理 契約 労災疾病臨床研究事業費補助金関係　Ｈ３０ 管理第二係 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 機械器具　H３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 人材派遣　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 業務委託　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 施設工事　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 年間契約・随意契約（単価・総価）　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 文部科学省科学研究費補助金　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 厚生科学研究費補助金　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2019年度 登戸 経理 契約 労災疾病臨床研究事業費補助金関係　Ｈ３１ 管理第二課契約係 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 管理第二係 管理第二係契約係 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 知的財産 知的財産権等 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1997年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　ガス分析等　H9-1 企画調整部 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

1997年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　ガス分析等　H9-2 企画調整部 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

1998年度 登戸 研究企画調整 災害調査 本省要請の災害調査報告書　H10 企画調整部 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2001年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　有識者からの労働衛生関連情報収集 H10-1 企画調整部 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2001年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　有識者からの労働衛生関連情報収集 H10-2 企画調整部 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

1998年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　化学物質文献調査等　H10-3 企画調整部 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

1998年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　調査要項　H10-4 企画調整部 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

1999年度 登戸 研究企画調整 災害調査 本省要請の災害調査報告書　H11 企画調整部 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

1999年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　事例分析　H10-H11 企画調整部 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 516 号室 研究推進･国際センター 廃棄

2000年度 登戸 研究企画調整 災害調査 本省要請の災害調査報告書　H12 企画調整部 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2000年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　化学物質文献調査等　H12-1 企画調整部 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2000年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　化学物質文献調査等　H12-2 企画調整部 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2000年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　事例分析H12-3 企画調整部 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 516 号室 研究推進･国際センター 廃棄

2001年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　事例分析 H13 企画調整部 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害情報　事例分析 H14 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2005年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害調査報告書発行記録 H17 研究企画調整部 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2006年度 登戸 研究企画調整 災害調査 災害調査報告書発行記録 H18 研究企画調整部 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 516号室 研究推進･国際センター 廃棄

2006年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H18災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2007年4月1日 30 2037年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2008年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H20災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2009年4月1日 30 2039年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H22災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2011年4月1日 30 2041年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H23災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2012年4月1日 30 2042年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H24災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2013年4月1日 30 2043年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H26災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2015年4月1日 30 2045年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 災害調査 H27災害調査報告書･調査関連資料 研究企画調整部 2016年4月1日 30 2046年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 災害調査 H28災害調査報告書･調査関連資料 研究推進･国際センター 2017年4月1日 30 2047年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 災害調査 H29災害調査報告書･調査関連資料 研究推進･国際センター 2018年4月1日 30 2048年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 災害調査 H30災害調査報告書･調査関連資料 研究推進･国際センター 2019年4月1日 30 2049年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 災害調査 R01(H31）災害調査報告書･調査関連資料 研究推進･国際センター 2020年4月1日 30 2050年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H21 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H22 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H23 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H24 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H25 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄
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2014年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H26 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 外部評価委員会　H27 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 外部評価委員会　H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 外部評価委員会　H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 外部評価委員会　H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H21 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H22 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H23 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H24 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H25 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H26 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 研究計画・評価 内部評価委員会　H27 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 内部評価委員会　H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 内部評価委員会　H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 内部評価委員会　H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 研究計画・評価 内部評価委員会　R01 研究推進･国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1993年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 共同研究 H5 庶務係 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1994年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 共同研究 H6 庶務係 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1995年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 共同研究 H7 庶務係 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1996年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 共同研究 H8 庶務係 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1997年度 登戸 企画調整 研究協力・交流 共同研究 H9 企画調整部 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1998年度 登戸 企画調整 研究協力・交流 共同研究 H10 企画調整部 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

1999年度 登戸 企画調整 研究協力・交流 共同研究 H11 企画調整部 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2000年度 登戸 企画調整 研究協力・交流 共同研究 H12 企画調整部 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2001年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究 H13 企画調整部 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究　H14 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2003年度 登戸 研究企画調整 研究協力･交流 共同研究 H15 企画調整部 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2004年度 登戸 研究企画調整 研究協力･交流 共同研究 H16 企画調整部 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2005年度 登戸 研究企画調整 研究協力･交流 共同研究 H17 企画調整部 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2006年度 登戸 研究企画調整 研究協力･交流 共同研究 H18 企画調整部 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2007年度 登戸 研究企画調整 研究協力･交流 共同研究 H19 企画調整部 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究 H21 研究企画調整部 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究 H24 研究企画調整部 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究 H25 研究企画調整部 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 研究推進 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究 H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 研究推進 研究企画調整 研究協力・交流 共同研究 H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 共同研究 R01 研究推進･国際センター 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2001年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究関係 H13 企画調整部 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究関係　H14 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2003年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H15 企画調整部 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2004年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H16 企画調整部 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究関係 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究関係　H14-2 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2005年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H17 研究企画調整部 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2006年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H18 研究企画調整部 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2007年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H19 研究企画調整部 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H22 研究企画調整部 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H23 研究企画調整部 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H25 研究企画調整部 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H26 研究企画調整部 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H27 研究企画調整部 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 受託研究 H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄
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2001年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 研究協力協定　H13-1 企画調整部 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H21 国際情報研究振興センター 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H22 国際情報研究振興センター 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H23 国際情報研究振興センター 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H24 国際情報研究振興センター 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H25 国際情報研究振興センター 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H26 国際情報研究振興センター 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 研究協力・交流 見学　H27 国際情報研究振興センター 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 見学　H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 見学　H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 見学　H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 研究協力・交流 見学　R01 研究推進･国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H21 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H22 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H23 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H24 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H25 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H26 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 会議 研究倫理審査委員会　H27 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 会議 研究倫理審査委員会　H28 研究企画調整部 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 会議 研究倫理審査委員会　H29 研究企画調整部 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 会議 研究倫理審査委員会　H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 会議 研究倫理審査委員会　R01 研究推進･国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H13-H14 研究企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2003年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H15 研究企画調整部 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2004年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H16 研究企画調整部 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2005年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H17 研究企画調整部 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2006年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H18 研究企画調整部 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2007年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H19ｰH20 研究企画調整部 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H21 研究企画調整部 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H22 研究企画調整部 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H23 研究企画調整部 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H24 研究企画調整部 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H25 研究企画調整部 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H26 研究企画調整部 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 会議 役員会議　H27 研究企画調整部 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 会議 業務会議　H21 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 会議 業務会議　H22 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 会議 業務会議　H23（1回分） 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H21 企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H22 企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H23 企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H24 企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H25 企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H26 企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 会議 部長会議　H27 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 会議 部長会議　H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 会議 部長会議　H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 会議 部長会議　H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 会議 部長会議　R01 研究推進･国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H21 研究企画調整部 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H22 研究企画調整部 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H23 研究企画調整部 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H24 研究企画調整部 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄
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2013年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H25 研究企画調整部 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H26 研究企画調整部 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 広報・渉外 一般公開　H27 研究企画調整部 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 広報・渉外 一般公開　H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 広報・渉外 一般公開　H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 広報・渉外 一般公開　H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 広報・渉外 一般公開　H31 研究推進･国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 管理・運営 図書台帳 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2002年度 登戸 研究企画調整 管理・運営 製本台帳 企画調整部 2003年4月1日 30 2033年3月31日 電子　　　（共有サーバー内） 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2009年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H21 国際情報労働衛生研究振興センター 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2010年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H22 国際情報労働衛生研究振興センター 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2011年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H23 国際情報労働衛生研究振興センター 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2012年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H24 国際情報労働衛生研究振興センター 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2013年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H25 国際情報労働衛生研究振興センター 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2014年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H26 国際情報労働衛生研究振興センター 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2015年度 登戸 研究企画調整 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H27 国際情報労働衛生研究振興センター 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2016年度 登戸 研究推進 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H28 研究推進･国際センター 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2017年度 登戸 研究推進 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H29 研究推進･国際センター 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2018年度 登戸 研究推進 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 H30 研究推進･国際センター 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄

2019年度 登戸 研究推進 編集・出版 INDUSTRIAL HEALTH 編集委員会 R01 研究推進･国際センター 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究推進･国際センター 研究推進･国際センター 廃棄
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