
大分類 中分類 小分類

2003年度 本部総務部 秘書 公印 公印登録簿(労働福祉事業団) 本部総務部秘書室長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2015年度 本部総務部 秘書 公印 公印登録簿（労働者健康福祉機構） 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2020年度 本部総務部 秘書 公印 公印登録簿（労働者健康安全機構） 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2015年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・公印関係（平成20～27年度） 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2020年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・公印関係（平成２８年度～令和２年度） 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・公印関係（令和３年度） 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2011年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（平成23年度） 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2011年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・公用車関係（平成23年度） 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2012年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（平成24年度） 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2013年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（平成25年度） 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2014年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（平成26年度） 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2015年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（平成27年度） 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2020年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（平成28年度～令和2年度） 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 原議書・秘書室（令和３年度） 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部 秘書 日誌 公用車運行管理日誌(平成20年度～) 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 秘書 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成28年度） 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 秘書 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成29年度） 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2017年度 本部総務部（鹿島労災病院） 秘書 任免簿 平成30年度公印取扱責任者任免簿 鹿島労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部（鹿島労災病院） 秘書 任免簿 公印取扱責任者任免簿（令和３年度） 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 令和３年度出張伺 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 労災病院ブロック会議文書（令和３年度） 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部秘書室長 廃棄

2021年度 本部総務部 秘書 秘書室その他 その他文書（令和３年度） 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部秘書室長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(一般)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2005年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(1号嘱託)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(2号嘱託)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2005年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 採用内申書(嘱託その他)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 嘱託関係綴(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 辞職内申書(一般)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2000年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(一般)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 定年退職他内申書(管理職)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2005年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係報告書等(一般)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 育児休業関係内申書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 休職復職内申書(一般)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2003年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 転任転職その他内申書(一般)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 管理職員内申書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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1995年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 係長他内申書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 本部任免原議書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 期末・勤勉手当の加算適用(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 期末・勤勉手当の加算適用(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 期末・勤勉手当の加算適用(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2021年度 本部総務部 人事 人事その他 期末・勤勉手当の加算適用(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事異動 筆頭の看護師内申通知書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事異動 職員割愛原議書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 兼職内申報告 兼職内申報告書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 兼職内申報告 兼職内申報告書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 兼職内申報告 兼職内申報告書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 兼職内申報告 兼職内申報告書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 外国出張 特別外国出張・特別休暇(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事管理 管理職員の欠勤等の報告(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事管理 管理職員の欠勤等の報告(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事管理 管理職員の欠勤等の報告(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事管理 管理職員の欠勤等の報告(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(労災病院)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(労災病院)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(労災病院)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

8/161p



大分類 中分類 小分類 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

保存期間
（単位：年）

文書分類
作成・取得

年度等
名称 作成・取得者 起算日

2021年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(労災病院)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(交付金施設)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(交付金施設)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(交付金施設)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事管理 職員現員表(交付金施設)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事管理 人事給与システム(人事)関係資料(保守)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事管理 人事給与システム(人事)関係資料(保守)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事管理 人事給与システム(人事)関係資料(保守)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事管理 人事給与システム(人事)関係資料(保守)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事管理 人事関係規程等(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事管理 人員配置協議関係資料(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事管理 人員配置協議関係資料(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事管理 人員配置協議関係資料(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事管理 人員配置協議関係資料(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事管理 人員配置協議関係資料(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事管理 人員配置協議関係資料(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項変更届(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項変更届(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項変更届(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項変更届(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項証明書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項証明書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項証明書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 履歴書 履歴事項証明書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期組合員数報告書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期組合員数報告書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期組合員数報告書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 長期掛金負担金振込通知書(賞与分)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2019年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 長期掛金負担金振込通知書(賞与分)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 長期掛金負担金振込通知書(賞与分)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期組合員に係る振込通知書等写(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期組合員に係る振込通知書等写(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期組合員に係る振込通知書等写(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期関係綴(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期関係綴(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期関係綴(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 継続長期関係綴(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 児童手当事業主拠出金振込通知書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 児童手当事業主拠出金振込通知書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 継続長期組合員 児童手当事業主拠出金振込通知書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 懲戒 懲戒処分発令原議書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(平成30年4月1日付け) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(平成30年7月1日付け) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(平成30年10月1日付け) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(平成31年1月1日付け) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(平成31年4月1日付け) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和元年7月1日付け) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和元年10月1日付け) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和2年1年1月1日付け) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和2年4月1日付け) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和2年7月1日付け) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和2年10月1日付け) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和3年1年1月1日付け) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和3年4月1日付け) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和3年7月1日付け) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和3年10月1日付け) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2021年度 本部総務部 人事 昇給昇格 昇給昇格確認表(令和4年1年1月1日付け) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙位・叙勲(副申を含む)(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲関係(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 園遊会・桜を観る会(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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1993年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 永年勤続者表彰内申書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 叙勲叙位表彰 叙勲受章者名簿(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 高年齢者障害者雇用状況調査書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 高年齢者障害者雇用状況調査書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 高年齢者障害者雇用状況調査書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 看護師昇任試験(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 看護師昇任試験(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 看護師昇任試験(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事その他 事務職採用試験(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事その他 事務職採用試験(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 事務職採用試験(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 事務職採用試験(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 事務職採用試験(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事その他 事務職採用試験(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 苦情処理中央委員会(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 苦情処理中央委員会(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 苦情処理中央委員会(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事その他 苦情処理中央委員会(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 外部機関からの照会等(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 外部機関からの照会等(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 外部機関からの照会等(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 総人件費改革関係資料(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 総人件費改革関係資料(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 定年後再雇用制度関係資料(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2019年度 本部総務部 人事 人事その他 定年後再雇用制度関係資料(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 定年後再雇用制度関係資料(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事その他 定年後再雇用制度関係資料(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 人事異動のお知らせ(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 人事異動のお知らせ(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 人事異動のお知らせ(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事その他 人事異動のお知らせ(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成3年度) 本部総務部人事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成4年度) 本部総務部人事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成5年度) 本部総務部人事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成6年度) 本部総務部人事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成7年度) 本部総務部人事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成8年度) 本部総務部人事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成9年度) 本部総務部人事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成10年度) 本部総務部人事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成11年度) 本部総務部人事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成12年度) 本部総務部人事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成13年度) 本部総務部人事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成14年度) 本部総務部人事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成15年度) 本部総務部人事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成16年度) 本部総務部人事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成17年度) 本部総務部人事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成18年度) 本部総務部人事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成19年度) 本部総務部人事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成20年度) 本部総務部人事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成21年度) 本部総務部人事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成22年度) 本部総務部人事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2011年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成23年度) 本部総務部人事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成24年度) 本部総務部人事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成25年度) 本部総務部人事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成26年度) 本部総務部人事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成27年度) 本部総務部人事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成28年度) 本部総務部人事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成29年度) 本部総務部人事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(平成30年度) 本部総務部人事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2019年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(令和元年度) 本部総務部人事課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2020年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(令和2年度) 本部総務部人事課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事その他 原議書(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2021年度 本部総務部 人事 人事その他 パワハラ・セクハラ関係(令和3年度) 本部総務部人事課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成30年度採用等内申 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成30年度嘱託採用等 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成30年度兼職院内決裁 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成30年度非常勤医師関係 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 任免簿 H30年度ハラスメント防止規定に基づく相談員任免簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 任免簿 H29年度ハラスメント防止規定に基づく相談員任免簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 任免簿 H28年度ハラスメント防止規定に基づく相談員任免簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成29年度履歴書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2018年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成30年度退職者履歴書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2017年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成29年度退職者履歴書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2016年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成28年度退職者履歴書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2015年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成27年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2014年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成26年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2013年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成25年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2012年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成24年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄
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2011年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成23年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2010年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成22年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2009年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成21年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2008年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成20年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2007年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成19年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2006年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成18年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2005年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成17年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2004年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成16年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成15年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2002年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成14年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2001年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成13年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2000年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成12年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1999年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成11年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1998年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成10年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1997年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成9年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1996年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成8年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1995年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成7年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1994年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成6年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1993年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成5年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1992年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成4年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

1991年度 本部総務部（鹿島労災病院） 人事 人事関係 平成3年度退職者履歴書 鹿島労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部人事課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 規程及び達 立法関係(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 規程及び達 立法関係(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1957年度 本部総務部 文書 規程及び達 労働福祉事業団設立準備資料 本部総務部総務課長 1958年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1958年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和33年) 本部総務部総務課長 1959年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1959年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和34年) 本部総務部総務課長 1960年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1960年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和35年) 本部総務部総務課長 1961年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1961年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和36年) 本部総務部総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1962年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和37年) 本部総務部総務課長 1963年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1963年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和38年) 本部総務部総務課長 1964年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1964年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和39年) 本部総務部総務課長 1965年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1965年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和40年) 本部総務部総務課長 1966年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1966年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和41年) 本部総務部総務課長 1967年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1968年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和43年) 本部総務部総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1969年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和44年) 本部総務部総務課長 1970年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1970年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和45年) 本部総務部総務課長 1971年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1971年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和46年) 本部総務部総務課長 1972年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1972年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和47年) 本部総務部総務課長 1973年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1973年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和48年) 本部総務部総務課長 1974年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1974年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和49年) 本部総務部総務課長 1975年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1975年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和50年) 本部総務部総務課長 1976年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1976年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和51年) 本部総務部総務課長 1977年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1977年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和52年) 本部総務部総務課長 1978年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1978年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和53年) 本部総務部総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1979年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和54年) 本部総務部総務課長 1980年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1980年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和55年) 本部総務部総務課長 1981年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1981年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和56年) 本部総務部総務課長 1982年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1982年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和57年) 本部総務部総務課長 1983年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1983年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和58年) 本部総務部総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1984年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和59年) 本部総務部総務課長 1985年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1985年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和60年) 本部総務部総務課長 1986年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1986年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和61年) 本部総務部総務課長 1987年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1987年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和62年) 本部総務部総務課長 1988年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1988年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(昭和63年) 本部総務部総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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1989年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成元年) 本部総務部総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1990年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成2年) 本部総務部総務課長 1991年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成3年) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成4年) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成5年) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成6年) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成7年) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成8年) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成9年) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成10年) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成11年) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成12年) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成13年) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成14年) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成15年) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成16年) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成19年) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成21年) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成22年) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成26年) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(平成27年) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 規程及び達 業務方法書(令和３年) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1957年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和32年) 本部総務部総務課長 1958年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1958年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和33年) 本部総務部総務課長 1959年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1959年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和34年) 本部総務部総務課長 1960年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1960年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和35年) 本部総務部総務課長 1961年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1961年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和36年) 本部総務部総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1962年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和37年) 本部総務部総務課長 1963年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1963年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和38年) 本部総務部総務課長 1964年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1964年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和39年) 本部総務部総務課長 1965年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1965年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和40年) 本部総務部総務課長 1966年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1966年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和41年) 本部総務部総務課長 1967年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1967年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和42年) 本部総務部総務課長 1968年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1968年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和43年) 本部総務部総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1969年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和44年) 本部総務部総務課長 1970年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1970年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和45年) 本部総務部総務課長 1971年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1971年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和46年) 本部総務部総務課長 1972年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1972年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和47年) 本部総務部総務課長 1973年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1973年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和48年) 本部総務部総務課長 1974年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1974年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和49年) 本部総務部総務課長 1975年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1975年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和50年) 本部総務部総務課長 1976年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1976年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和51年) 本部総務部総務課長 1977年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1977年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和52年) 本部総務部総務課長 1978年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1978年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和53年) 本部総務部総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1979年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和54年) 本部総務部総務課長 1980年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1980年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和55年) 本部総務部総務課長 1981年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1981年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和56年) 本部総務部総務課長 1982年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1982年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和57年) 本部総務部総務課長 1983年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1983年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和58年) 本部総務部総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1984年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和59年) 本部総務部総務課長 1985年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1985年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和60年) 本部総務部総務課長 1986年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1986年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和61年) 本部総務部総務課長 1987年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1987年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和62年) 本部総務部総務課長 1988年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1988年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(昭和63年) 本部総務部総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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1989年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成元年) 本部総務部総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1990年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成2年) 本部総務部総務課長 1991年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成3年) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成4年) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成5年) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成6年) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成7年) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成8年) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成9年) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成10年) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成11年) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成12年) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成13年) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成14年) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成15年) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成16年) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成17年) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成18年) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成19年) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成20年) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成21年) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成22年) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成23年) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成24年) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成25年) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成26年) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成27年) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成28年) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成29年) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(平成30年) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(令和元年) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(令和２年) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 規程及び達 規程及び達(令和３年) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 永年 - 紙及び電子 総務各課倉庫、文書管理システム 本部総務部総務課長 廃棄

1957年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和32年) 本部総務部総務課長 1958年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1958年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和33年) 本部総務部総務課長 1959年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1961年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和36年) 本部総務部総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1964年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和39年) 本部総務部総務課長 1965年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1966年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和41年) 本部総務部総務課長 1967年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1967年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和42年) 本部総務部総務課長 1968年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1968年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和43年) 本部総務部総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1969年度 本部総務部 文書 規程及び達 要綱(昭和44年) 本部総務部総務課長 1970年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1957年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和32年) 本部総務部総務課長 1958年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1958年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和33年) 本部総務部総務課長 1959年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1959年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和34年) 本部総務部総務課長 1960年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1961年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和36年) 本部総務部総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1965年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和40年) 本部総務部総務課長 1966年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1967年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和42年) 本部総務部総務課長 1968年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1968年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和43年) 本部総務部総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1970年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和45年) 本部総務部総務課長 1971年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1973年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和48年) 本部総務部総務課長 1974年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1974年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和49年) 本部総務部総務課長 1975年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1976年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和51年) 本部総務部総務課長 1977年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1978年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和53年) 本部総務部総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1982年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和57年) 本部総務部総務課長 1983年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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1983年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和58年) 本部総務部総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1988年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(昭和63年) 本部総務部総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1989年度 本部総務部 文書 規程及び達 細則(平成元年) 本部総務部総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成3年) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成4年) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成5年) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成6年) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成7年) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成8年) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成9年) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成10年) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成11年) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成12年) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成13年) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成14年) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成15年) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成16年) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成17年) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成18年) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成19年) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成20年) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成21年) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成22年) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成23年) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成24年) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成24年) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成25年) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成26年) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成27年) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成28年) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成29年) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(平成30年) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(令和元年) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(令和２年) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書発信簿(令和３年) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 電子 総務課共有フォルダ 本部総務部総務課長 廃棄

1960年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和35年度) 本部総務部総務課長 1961年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1961年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和36年度) 本部総務部総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1962年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和37年度) 本部総務部総務課長 1963年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1963年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和38年度) 本部総務部総務課長 1964年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1964年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和39年度) 本部総務部総務課長 1965年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1965年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和40年度) 本部総務部総務課長 1966年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1966年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和41年度) 本部総務部総務課長 1967年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1967年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和42年度) 本部総務部総務課長 1968年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1968年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和43年度) 本部総務部総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1969年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和44年度) 本部総務部総務課長 1970年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1970年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和45年度) 本部総務部総務課長 1971年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1971年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和46年度) 本部総務部総務課長 1972年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1972年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和47年度) 本部総務部総務課長 1973年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1973年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和48年度) 本部総務部総務課長 1974年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1974年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和49年度) 本部総務部総務課長 1975年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1975年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和50年度) 本部総務部総務課長 1976年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1977年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和52年度) 本部総務部総務課長 1978年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1978年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和53年度) 本部総務部総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1980年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和55年度) 本部総務部総務課長 1981年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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1981年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和56年度) 本部総務部総務課長 1982年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1983年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和58年度) 本部総務部総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1984年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和59年度) 本部総務部総務課長 1985年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1987年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和62年度) 本部総務部総務課長 1988年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1988年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(昭和63年度) 本部総務部総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1989年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成元年度) 本部総務部総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1990年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成2年度) 本部総務部総務課長 1991年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成4年度) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成5年度) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成6年度) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成7年度) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成8年度) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 文書図書管理 労働福祉事業団法令規程集(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 文書図書管理 独立行政法人労働者健康福祉機構例規集 本部総務部総務課長 2005年4月1日 永年 - 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 文書 文書図書管理 独立行政法人労働者健康福祉機構例規集(第2号) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 永年 - 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 文書 文書図書管理 独立行政法人労働者健康福祉機構例規集(第3号) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 永年 - 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 文書 文書図書管理 独立行政法人労働者健康福祉機構例規集(第4号) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 永年 - 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 文書図書管理 独立行政法人労働者健康福祉機構例規集(第5号) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 永年 - 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成8年度) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成10年度) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成17年度) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成18年度) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成19年度) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成21年度) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成22年度) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 職務発明関係(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成23年) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成24年) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成25年) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成26年) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成27年) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成28年) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成29年) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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2018年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(平成30年) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(令和元年) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(令和２年) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書発信収受 文書受信簿(令和３年) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成3年) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成5年) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成6年) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成8年) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成9年) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成10年) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成11年) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成12年) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成13年) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成14年) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成15年) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成16年) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成17年) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成18年) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成19年) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成20年) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成21年) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成22年) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成23年) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成24年) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成25年) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成26年) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成27年) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書その他 通達原議(平成28年) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書その他 原議書綴(平成29年) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書その他 原議書綴(平成30年) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書その他 原議書綴(令和元年) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 原議書綴(令和２年) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書その他 原議書綴(令和３年) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫、文書管理システム 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書図書管理 図書購入(原議)(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書図書管理 図書購入(原議)(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書図書管理 図書購入(原議)(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書図書管理 図書購入(原議)(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書図書管理 図書購入(原議)(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書図書管理 図書購入(原議)(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 情報公開 情報公開・個人情報開示請求事案(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 情報公開 情報公開・個人情報開示請求事案(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 情報公開 情報公開・個人情報開示請求事案(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 情報公開 情報公開・個人情報開示請求事案(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 情報公開 情報公開・個人情報開示請求事案(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 情報公開 情報公開・個人情報開示請求事案(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1959年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和34年度) 本部総務部総務課長 1960年4月1日 62 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1990年3月31日 延長期間 32年

1961年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和36年度) 本部総務部総務課長 1962年4月1日 60 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1992年3月31日 延長期間 30年

1962年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和37年度) 本部総務部総務課長 1963年4月1日 59 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1993年3月31日 延長期間 29年

1964年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和39年度) 本部総務部総務課長 1965年4月1日 57 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1995年3月31日 延長期間 27年

1965年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和40年度) 本部総務部総務課長 1966年4月1日 56 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1996年3月31日 延長期間 26年

1966年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和41年度) 本部総務部総務課長 1967年4月1日 55 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1997年3月31日 延長期間 25年

1967年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和42年度) 本部総務部総務課長 1968年4月1日 54 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1998年3月31日 延長期間 24年

1968年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和43年度) 本部総務部総務課長 1969年4月1日 53 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1969年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和44年度) 本部総務部総務課長 1970年4月1日 52 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年
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1970年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和45年度) 本部総務部総務課長 1971年4月1日 51 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2001年3月31日 延長期間 21年

1971年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和46年度) 本部総務部総務課長 1972年4月1日 50 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2002年3月31日 延長期間 20年

1972年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和47年度) 本部総務部総務課長 1973年4月1日 49 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2003年3月31日 延長期間 19年

1974年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和49年度) 本部総務部総務課長 1975年4月1日 47 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 17年

1977年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和52年度) 本部総務部総務課長 1978年4月1日 44 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2008年3月31日 延長期間 14年

1978年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和53年度) 本部総務部総務課長 1979年4月1日 43 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 13年

1982年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和57年度) 本部総務部総務課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 9年

1983年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和58年度) 本部総務部総務課長 1984年4月1日 38 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 8年

1984年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和59年度) 本部総務部総務課長 1985年4月1日 37 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2015年3月31日 延長期間 7年

1985年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和60年度) 本部総務部総務課長 1986年4月1日 36 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2016年3月31日 延長期間 6年

1987年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和62年度) 本部総務部総務課長 1988年4月1日 34 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2018年3月31日 延長期間 4年

1988年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(昭和63年度) 本部総務部総務課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 3年

1989年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成1年度) 本部総務部総務課長 1990年4月1日 32 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2020年3月31日 延長期間 2年

1990年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成2年度) 本部総務部総務課長 1991年4月1日 31 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2021年3月31日 延長期間 1年

1991年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成4年度) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成5年度) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成8年度) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成17年度) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成18年度) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成19年度) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成20年度) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成21年度) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成22年度) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書その他 懲戒関係(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等承認願（平成28年度） 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等承認願（平成29年度） 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等承認願（平成30年度） 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等承認願（令和元年度） 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等承認願（令和２年度） 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等承認願（令和３年度） 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫、文書管理システム 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等贈与等報告書（平成28年度） 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等贈与等報告書（平成29年度） 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等贈与等報告書（平成30年度） 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等贈与等報告書（令和元年度） 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等贈与等報告書（令和２年度） 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書その他 講演等贈与等報告書（令和３年度） 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 文書 文書その他 内部統制・コンプライアンス（平成29年度） 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 文書 文書その他 内部統制・コンプライアンス（平成30年度） 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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2019年度 本部総務部 文書 文書その他 内部統制・コンプライアンス（令和元年度） 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 内部統制・コンプライアンス（令和２年度） 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書その他 内部統制・コンプライアンス（令和３年度） 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 例規等 内規・規程 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 郵便等 平成28年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 郵便等 平成29年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書発信収受 書留受信簿(令和２年) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 1 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書発信収受 書留受信簿(令和３年) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書発信収受 郵便料金表示額記録簿(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 1 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 文書 文書発信収受 郵便料金表示額記録簿(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 平成28年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 平成29年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 平成28年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 平成29年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 平成28年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 平成29年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 文書管理 燕労災病院法人文書ファイル管理簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 会議等 平成28年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 文書 会議等 平成29年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 文書 文書その他 公益通報制度・外部通報制度（令和２年度） 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成4年度) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成5年度) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成6年度) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成7年度) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成8年度) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成10年度) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成17年度) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成18年度) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成19年度) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成20年度) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成21年度) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成22年度) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2012年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会（令和元年度） 本部総務部総務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会（令和２年度） 本部総務部総務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 理事会（令和３年度） 本部総務部総務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成4年度) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成5年度) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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1994年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成6年度) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成7年度) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成8年度) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成10年度) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成17年度) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成18年度) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成19年度) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成20年度) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成21年度) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成22年度) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 業務調整連絡 監事監査(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成4年度) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成5年度) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成6年度) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成10年度) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 総務 総務その他 総務庁行政監察(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1977年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和52年度) 本部総務部総務課長 1978年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1978年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和53年度) 本部総務部総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1979年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和54年度) 本部総務部総務課長 1980年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1980年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和55年度) 本部総務部総務課長 1981年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1981年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和56年度) 本部総務部総務課長 1982年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1982年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和57年度) 本部総務部総務課長 1983年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1983年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和58年度) 本部総務部総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1984年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和59年度) 本部総務部総務課長 1985年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1985年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和60年度) 本部総務部総務課長 1986年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1986年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和61年度) 本部総務部総務課長 1987年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1987年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和62年度) 本部総務部総務課長 1988年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1988年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(昭和63年度) 本部総務部総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1989年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成元年度) 本部総務部総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1990年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成2年度) 本部総務部総務課長 1991年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1991年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成3年度) 本部総務部総務課長 1992年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1992年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成4年度) 本部総務部総務課長 1993年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1993年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成5年度) 本部総務部総務課長 1994年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1994年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成6年度) 本部総務部総務課長 1995年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1995年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成7年度) 本部総務部総務課長 1996年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1996年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成8年度) 本部総務部総務課長 1997年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1997年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成9年度) 本部総務部総務課長 1998年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成10年度) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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2001年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成17年度) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成18年度) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成19年度) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成20年度) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成21年度) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成22年度) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 登記関連(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 永年 - 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 部長会(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 組織運営 労災病院運営方針(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 組織運営 労災病院運営方針(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 組織運営 労災病院運営方針(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 組織運営 病院協議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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2019年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 組織運営 環境報告書(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 給与債権差押え関連(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 総務その他 災害対策関係(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 総務その他 災害対策関係(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 総務その他 移転関係(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1998年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成10年度) 本部総務部総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

1999年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成11年度) 本部総務部総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2000年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成12年度) 本部総務部総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2001年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成13年度) 本部総務部総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2002年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成14年度) 本部総務部総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成15年度) 本部総務部総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2004年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成16年度) 本部総務部総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2005年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成17年度) 本部総務部総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2006年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成18年度) 本部総務部総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2007年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成19年度) 本部総務部総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2008年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成20年度) 本部総務部総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成21年度) 本部総務部総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2010年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成22年度) 本部総務部総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成23年度) 本部総務部総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成24年度) 本部総務部総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成25年度) 本部総務部総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成26年度) 本部総務部総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成27年度) 本部総務部総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和元年度)（新型コロナウイルス感染症関係） 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和元年度)（新型コロナウイルス感染症関係） 本部総務部総務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2020年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和２年度)（新型コロナウイルス感染症関係） 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 総務課原議関係(令和３年度)（新型コロナウイルス感染症関係） 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 労災病院ブロック会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 労災病院ブロック会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 労災病院ブロック会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 労災病院ブロック会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 労災病院ブロック会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 秋季全国労災病院院長会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 臨時全国労災病院院長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 臨時全国労災病院院長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院長・副院長会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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2016年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院院長会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院院長会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院院長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院院長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院院長会議(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院院長会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局長会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局長会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局長会議(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局長会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局次長総務課長会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局次長総務課長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局次長総務課長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院事務局次長総務課長会議(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院看護部長会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院看護部長会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院看護部長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院看護部長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院看護部長会議(令和２年度) 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院看護部長会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院副院長会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院副院長会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院副院長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院副院長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院薬剤部長会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院薬剤部長会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院薬剤部長会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 全国労災病院薬剤部長会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 諸会議 コメディカル会議(平成28年度) 本部総務部総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 諸会議 コメディカル会議(平成29年度) 本部総務部総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 諸会議 コメディカル会議(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 コメディカル会議(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 コメディカル会議(令和３年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 広報 諸会議 広報戦略会議・広報委員会等 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 諸会議 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 本部総務部総務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2020年度 本部総務部 総務 諸会議 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 本部総務部総務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 移管

2021年度 本部総務部 総務 諸会議 労働者健康安全機構改革等推進本部会議 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 電子 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 総務その他 取材・アンケート等(平成30年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 取材・アンケート等(令和元年度) 本部総務部総務課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 例規等 燕労災病院災害対策マニュアル 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成28年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成29年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成28年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成29年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成28年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成29年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成28年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 日誌 平成29年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 会議等 平成28年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 会議等 平成29年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2009年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２１年度作業環境測定結果報告書（後期） 燕労災病院中央検査部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄
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2010年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２２年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2011年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２３年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2012年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２４年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2013年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２５年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2014年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２６年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2015年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２７年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２８年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 検査 平成２９年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 監査 平成28年度医療監視 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 監査 平成29年度医療監視 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 会議等 平成28年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 会議等 平成29年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 会議等 平成28年度医療ガス安全管理委員会議事録 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2017年度 本部総務部（燕労災病院） 総務 会議等 平成29年度医療ガス安全管理委員会議事録 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部総務課長 廃棄

2016年度 本部総務部 広報 事業案内 事業案内(平成28年度) 本部医療企画部情報企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2017年度 本部総務部 広報 事業案内 事業案内(平成29年度) 本部医療企画部情報企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2018年度 本部総務部 広報 事業案内 事業案内(平成30年度) 本部医療企画部情報企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2019年度 本部総務部 広報 事業案内 事業案内(平成31年度) 本部医療企画部情報企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2018年度 本部総務部 広報 事業案内 事業案内(令和２年度) 本部総務部総務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部総務部総務課長 廃棄

2021年度 本部総務部 広報 事業案内 事業案内(令和3年度) 本部総務部総務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部総務部総務課長 廃棄

2018年度 本部総務部 広報 広報その他 ホームページ変更依頼綴 本部医療企画部情報企画課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2019年度 本部総務部 広報 広報その他 ホームページ変更依頼綴 本部医療企画部情報企画課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2020年度 本部総務部 広報 広報その他 ホームページ変更依頼綴 本部総務部総務課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部総務部総務課長 移管

2021年度 本部総務部 広報 広報その他 ホームページ変更依頼綴 本部総務部総務課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部総務部総務課長 廃棄

2003年度 本部総務部 総務 総務その他 総合企画関係(原議)(平成15年度) 本部総務部企画調整課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2004年度 本部総務部 総務 総務その他 総合評価関係(原議)(平成16年度) 本部総務部企画調整課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2005年度 本部総務部 総務 総務その他 総合評価関係(原議)(平成17年度) 本部総務部企画調整課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2006年度 本部総務部 総務 総務その他 総合評価関係(原議)(平成18年度) 本部総務部企画調整課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2007年度 本部総務部 総務 総務その他 総合評価関係(原議)(平成19年度) 本部総務部企画調整課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2008年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成20年度) 本部総務部企画調整課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2009年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成21年度) 本部総務部企画調整課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2010年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成22年度) 本部総務部企画調整課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2011年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成23年度) 本部総務部企画調整課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2012年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成24年度) 本部総務部企画調整課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2013年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成25年度) 本部総務部企画調整課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2014年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成26年度) 本部総務部企画調整課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2015年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成27年度) 本部総務部企画調整課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2016年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成28年度) 本部総務部企画調整課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2017年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成29年度) 本部総務部企画調整課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2018年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(平成30年度) 本部総務部企画調整課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2019年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(令和元年度) 本部総務部企画調整課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2020年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(令和２年度) 本部総務部企画調整課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部企画調整課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(令和３年度) 本部総務部企画調整課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部企画調整課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(令和３年度) 本部総務部企画調整課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部企画調整課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(令和３年度) 本部総務部企画調整課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部企画調整課長 廃棄

2021年度 本部総務部 総務 総務その他 企画調整関係(原議)(令和３年度) 本部総務部企画調整課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 電子 文書管理システム 本部総務部企画調整課長 廃棄

2017年度 再編室 再編 原議書 平成29年度原議書 本部再編室再編課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

2018年度 再編室 再編 原議書 平成30年度原議書 本部再編室再編課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 総務各課倉庫 本部総務部企画調整課長 廃棄

1974年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和49年) 本部職員部職員課長 1975年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1975年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和50年) 本部職員部職員課長 1976年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1976年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和51年) 本部職員部職員課長 1977年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1977年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和52年) 本部職員部職員課長 1978年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1978年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和53年) 本部職員部職員課長 1979年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1979年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和54年) 本部職員部職員課長 1980年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄
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1980年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和55年) 本部職員部職員課長 1981年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1981年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和56年) 本部職員部職員課長 1982年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1982年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和57年) 本部職員部職員課長 1983年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1983年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和58年) 本部職員部職員課長 1984年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1984年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和59年) 本部職員部職員課長 1985年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1985年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和60年) 本部職員部職員課長 1986年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1986年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和61年) 本部職員部職員課長 1987年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1987年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和62年) 本部職員部職員課長 1988年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1988年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(昭和63年) 本部職員部職員課長 1989年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1989年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成元年) 本部職員部職員課長 1990年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1990年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成2年) 本部職員部職員課長 1991年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1991年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成3年) 本部職員部職員課長 1992年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1992年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成4年) 本部職員部職員課長 1993年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1993年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成5年) 本部職員部職員課長 1994年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1994年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成6年) 本部職員部職員課長 1995年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1995年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成7年) 本部職員部職員課長 1996年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1996年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成8年) 本部職員部職員課長 1997年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1997年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成9年) 本部職員部職員課長 1998年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1998年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成10年) 本部職員部職員課長 1999年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1999年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成11年) 本部職員部職員課長 2000年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2000年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成12年) 本部職員部職員課長 2001年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2001年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成13年) 本部職員部職員課長 2002年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2002年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成14年) 本部職員部職員課長 2003年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2003年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成15年) 本部職員部職員課長 2004年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2004年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成16年) 本部職員部職員課長 2005年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2005年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成17年) 本部職員部職員課長 2006年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2006年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成18年) 本部職員部職員課長 2007年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成19年) 本部職員部職員課長 2008年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2008年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成20年) 本部職員部職員課長 2009年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2009年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成21年) 本部職員部職員課長 2010年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2010年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成22年) 本部職員部職員課長 2011年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成23年) 本部職員部職員課長 2012年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成24年) 本部職員部職員課長 2013年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成25年) 本部職員部職員課長 2014年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成26年) 本部職員部職員課長 2015年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成27年) 本部職員部職員課長 2016年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成28年) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成29年) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(平成30年) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(令和元年) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(令和２年) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員 職員団体 協定書(令和３年) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1994年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成6年) 本部職員部職員課長 1995年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1995年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成7年) 本部職員部職員課長 1996年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1996年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成8年) 本部職員部職員課長 1997年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1997年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成9年) 本部職員部職員課長 1998年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1998年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成10年) 本部職員部職員課長 1999年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1999年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成11年) 本部職員部職員課長 2000年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2000年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成12年) 本部職員部職員課長 2001年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2001年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成13年) 本部職員部職員課長 2002年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2002年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成14年) 本部職員部職員課長 2003年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2003年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成15年) 本部職員部職員課長 2004年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2004年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成16年) 本部職員部職員課長 2005年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2005年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成17年) 本部職員部職員課長 2006年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2006年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成18年) 本部職員部職員課長 2007年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成19年) 本部職員部職員課長 2008年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2008年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成20年) 本部職員部職員課長 2009年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2009年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成21年) 本部職員部職員課長 2010年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2010年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成22年) 本部職員部職員課長 2011年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成23年) 本部職員部職員課長 2012年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成24年) 本部職員部職員課長 2013年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成25年) 本部職員部職員課長 2014年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成26年) 本部職員部職員課長 2015年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成27年) 本部職員部職員課長 2016年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成28年) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成29年) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(平成30年) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(令和元年) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(令和２年) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員 職員団体 団体交渉(令和３年) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2005年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成17年度) 本部職員部職員課長 2006年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2008年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成20年度) 本部職員部職員課長 2009年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2009年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成21年度) 本部職員部職員課長 2010年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成23年度) 本部職員部職員課長 2012年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成24年度) 本部職員部職員課長 2013年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成25年度) 本部職員部職員課長 2014年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 職員 職員団体 労働争議・不当労働行為審査関係(平成26年度) 本部職員部職員課長 2015年4月1日 永年 - 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 職員 勤労条件 調査・報告(看護師配置等)(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 職員 職員その他 調査・報告(職懇等)(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 職員 職員その他 調査・報告(職懇等)(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員 職員その他 調査・報告(職懇等)(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員 職員その他 調査・報告(職懇等)(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 保健衛生 衛生委員会関係(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 保健衛生 衛生委員会関係(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 保健衛生 衛生委員会関係(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 保健衛生 衛生委員会関係(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 保健衛生 衛生委員会関係(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 保健衛生 衛生委員会関係(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 保健衛生 職員定期健康診断結果綴(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 保健衛生 職員定期健康診断結果綴(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 保健衛生 職員定期健康診断結果綴(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 保健衛生 職員定期健康診断結果綴(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 保健衛生 職員定期健康診断結果綴(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 保健衛生 職員定期健康診断結果綴(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 保健衛生 定期健康診断資料(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健診事後の個別指導等(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健診事後の個別指導等(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健診事後の健康教育講演会資料(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健診事後の健康教育講演会資料(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健診事後の健康教育講演会資料(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健診事後の健康教育講演会資料(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健保「特定健診」の結果提供(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健保「特定健診」の結果提供(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 保健衛生 健保「特定健診」の結果提供(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 保健衛生 予防接種(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 保健衛生 予防接種(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 保健衛生 予防接種(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 保健衛生 予防接種(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2020年度 本部職員部 厚生 保健衛生 予防接種(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 保健衛生 予防接種(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部 厚生 保健衛生 産業医等選任関係綴り 本部職員部職員課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 宿舎 職員宿舎数報告書(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 宿舎 職員宿舎数報告書(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 宿舎 職員宿舎数報告書(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 宿舎 職員宿舎数報告書(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構健康保険組合関係(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構健康保険組合関係(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構健康保険組合関係(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構健康保険組合関係(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構企業年金基金関係(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構企業年金基金関係(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構企業年金基金関係(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 厚生施設にかかる団体 労働者健康安全機構企業年金基金関係(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 福利厚生 定年退職者のためのしおり(原議)(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 福利厚生 定年退職者のためのしおり(原議)(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 福利厚生 定年退職者のためのしおり(原議)(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 福利厚生 定年退職者のためのしおり(原議)(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 福利厚生 厚生会関係（平成28年度） 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 福利厚生 厚生会関係（平成29年度） 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 福利厚生 厚生会関係（平成30年度） 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 福利厚生 厚生会関係（令和元年度） 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 福利厚生 厚生会関係（令和２年度） 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 福利厚生 厚生会関係（令和３年度） 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 厚生その他 法定外控除明細(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 厚生その他 法定外控除明細(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生その他 法定外控除明細(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 厚生その他 法定外控除明細(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 厚生その他 法定外控除明細(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 厚生その他 法定外控除明細(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 厚生その他 年末調整資料(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 厚生その他 年末調整資料(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生その他 年末調整資料(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 厚生その他 年末調整資料(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 厚生その他 年末調整資料(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 厚生その他 年末調整資料(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生その他 団体生命保険料払込案内(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 厚生その他 団体生命保険料払込案内(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 厚生その他 団体生命保険料払込案内(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 厚生その他 団体生命保険料払込案内(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 厚生その他 転入転出者資料(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 厚生その他 転入転出者資料(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生その他 転入転出者資料(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 厚生その他 転入転出者資料(令和元年度) 本部職員部職員課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 厚生その他 転入転出者資料(令和２年度) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 厚生その他 転入転出者資料(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 厚生その他 財形貯蓄明細(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 厚生その他 財形貯蓄明細(平成29年度) 本部職員部職員課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生その他 財形貯蓄明細(平成30年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 厚生その他 財形貯蓄明細(令和元年度) 本部職員部職員課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 厚生その他 保育所設置運営関係(平成23年度) 本部職員部職員課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 厚生その他 保育所設置運営関係(平成24年度) 本部職員部職員課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 厚生その他 保育所設置運営関係(平成25年度) 本部職員部職員課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2014年度 本部職員部 厚生 厚生その他 保育所設置運営関係(平成26年度) 本部職員部職員課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 厚生その他 保育所設置運営関係(平成27年度) 本部職員部職員課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 厚生その他 保育所設置運営関係(平成28年度) 本部職員部職員課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部 厚生 厚生その他 社会保険一括適用関係綴 本部職員部職員課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

1996年度 本部職員部 厚生 厚生その他 看護衣関係綴 本部職員部職員課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部 厚生 厚生その他 看護衣貸与関係 本部職員部職員課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 厚生その他 文書担当者関係綴(平成23年度) 本部職員部職員課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 職員各課書庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成23年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成24年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成25年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成26年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成27年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成28年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成29年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(平成30年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(令和元年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(令和２年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿(令和３年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿・嘱託(平成23年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿・嘱託(平成24年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿・嘱託(平成25年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿・嘱託(平成26年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿・嘱託(平成27年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 服務 出勤簿・嘱託(平成28年度)　※正規・嘱託同じファイル 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 服務 旅行命令簿(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 服務 旅行命令簿(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 服務 旅行命令簿(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 服務 旅行命令簿(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 服務 休暇及び欠勤簿(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 服務 休暇及び欠勤簿(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 服務 休暇及び欠勤簿(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 服務 休暇及び欠勤簿(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成23年度) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成24年度) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成25年度) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成26年度) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成27年度) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成28年度) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成29年度) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 給与台帳(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成23年度) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成24年度) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成25年度) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成26年度) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成27年度) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成28年度) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成29年度) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 時間外命令簿(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2011年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成23年度) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成24年度) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成25年度) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成26年度) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成27年度) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成28年度) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成29年度) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出（令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出（令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 給与関係届出（令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成23年度) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成24年度) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成25年度) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成26年度) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成27年度) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成28年度) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成29年度) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 給与原議書綴(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(平成26年度) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(平成27年度) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(平成28年度) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(平成29年度) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 給与振込依頼書(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険関係届出綴(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険関係届出綴(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険関係届出綴(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険関係届出綴(令和３年度) 本部総務部秘書室長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険適用状況表他（平成30年度） 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険適用状況表他（令和元年度） 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険適用状況表他（令和２年度） 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険適用状況表他（令和３年度） 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 健康保険宿泊補助等請求書(控)（平成30年度～令和元年度） 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険関係各種届出綴(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険関係各種届出綴(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険関係各種届出綴(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険関係各種届出綴(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険　確認・決定通知書(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険　確認・決定通知書(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険　確認・決定通知書(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 厚生年金保険　確認・決定通知書(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金関係各種届出綴(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金関係各種届出綴(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金関係各種届出綴(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金関係各種届出綴(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金・掛金増減計算書(平成30年度) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金・掛金増減計算書(令和元年度) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金・掛金増減計算書(令和２年度) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2021年度 本部職員部 厚生 給与 企業年金基金・掛金増減計算書(令和３年度) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 給与 社会保険料納付書綴（平成29年度～平成30年度） 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 給与 社会保険料納付書綴（令和元年度～） 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 給与 社会保険料納付書綴（令和２年度～） 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 給与 社会保険料納付書綴（令和３年度～） 本部職員部職員課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成23年) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成24年) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成25年) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成26年) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成27年) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成28年)①② 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成29年)①② 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(平成30年) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(令和元年) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(令和２年) 本部職員部職員課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 年末調整等 扶養控除申告書(令和３年) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成23年) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成24年) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成25年) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成26年) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成27年) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成28年)①② 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成29年)①② 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(平成30年)①② 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(令和元年)①② 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(令和２年)①② 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 年末調整等 保険料等控除申告書(令和３年)①② 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成23年) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成24年) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成25年) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成26年) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙及び電子 外部倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成27年) 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成28年) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成29年) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(平成30年) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(令和元年) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(令和２年) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 年末調整等 源泉徴収票(令和３年) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 職員各課倉庫・基幹システム端末内 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成23年) 本部総務部秘書室長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成24年) 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成25年) 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成26年) 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成28年) 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成29年) 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(平成30年) 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(令和元年) 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(令和２年) 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 年末調整等 住民税通知書(令和３年) 本部職員部職員課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成23年～平成24年） 本部総務部秘書室長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成25年） 本部総務部秘書室長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成26年） 本部総務部秘書室長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成27年） 本部総務部秘書室長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成28年） 本部総務部秘書室長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成29年） 本部総務部秘書室長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2018年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（平成30年） 本部総務部秘書室長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2019年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（令和元年） 本部総務部秘書室長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2020年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（令和２年） 本部総務部秘書室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2021年度 本部職員部 厚生 年末調整等 所得税納付書綴（令和３年） 本部職員部職員課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 福利厚生 平成28年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 福利厚生 平成29年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2003年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成15年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2004年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成16年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2005年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成17年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2006年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成18年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成19年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2008年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成20年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2009年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成21年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2010年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成22年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成23年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成24年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成25年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成26年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成27年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成28年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 厚生 衛生 平成29年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 職員 服務 平成28年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 職員 服務 平成29年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 服務 平成30年度出勤簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 服務 平成30年度休暇簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 服務 平成30年度特殊勤務実績簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 庶務管理 平成30年度職員就業規則届出 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 庶務管理 平成30年度労働基準法36条協定書及び届出・労働組合との協定書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 庶務管理 平成30年度職場懇談会議事録 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 庶務管理 H30年度被服等貸与簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 任免簿 H30年度職員メンタルヘルス管理者任免簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 任免簿 H30年度ストレスチェック実施者等名簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 任免簿 H29年度ストレスチェック実施者等名簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 任免簿 H28年度ストレスチェック実施者等名簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 福利厚生 労働者健康安全機構厚生会会費等送金報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 福利厚生 労働者健康安全機構厚生会会費等送金報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 福利厚生 平成29年度厚生会登録カード 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 福利厚生 平成28年度厚生会登録カード 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 厚生年金 平成29年度厚生年金保険関係通知連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 厚生年金 平成28年度厚生年金保険関係通知連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2017年度 鹿島労災病院 庶務 厚生年金 平成29年度厚生年金基金関係通知連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 厚生年金 平成28年度厚生年金基金関係通知連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成30年度健康診断個人票 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成29年度健康診断個人票 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成28年度健康診断個人票 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成30年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成29年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成28年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成27年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2014年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成26年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2013年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成25年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2012年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成24年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2010年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成22年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2009年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成21年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2008年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成20年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成19年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2006年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成18年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2005年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成17年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2004年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成16年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2003年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成15年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2002年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成14年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2001年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成13年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2000年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成12年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

1999年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成11年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

1998年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成10年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

1997年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成9年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

1996年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成8年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

1995年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成7年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

1993年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成5年度退職者電離放射線健康診断個人票 鹿島労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 会議等 平成30年度安全衛生委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 会議等 平成29年度安全衛生委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 会議等 平成28年度安全衛生委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 会議等 平成29年度労働関係特殊法人厚生年金基金主催会議 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 庶務 会議等 平成28年度労働関係特殊法人厚生年金基金主催会議 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2002年度 鹿島労災病院 庶務 監査 平成14年度保険医療機関等個別指導関連文書書(茨城県社会保険事務局) 鹿島労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 鹿島労災病院 庶務 監査 平成27年度適時調査関連文書(関東信越厚生局) 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2009年度 鹿島労災病院 庶務 監査 平成21年度適時調査関連文書(関東信越厚生局) 鹿島労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 監査 平成29年度鹿島労働基準監督署立入検査関連文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 庶務 監査 平成29年度税務調査関連文書(潮来税務署) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2011年度 鹿島労災病院 庶務 監査 平成23年度税務調査関連文書(水戸税務署) 鹿島労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 看護 服務 平成29年度勤務予定表 鹿島労災病院看護師長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 看護 服務 平成28年度勤務予定表 鹿島労災病院看護師長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 看護 服務 平成30年度勤務実績表 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 看護 服務 平成29年度勤務実績表 鹿島労災病院看護師長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 看護 服務 平成28年度勤務実績表 鹿島労災病院看護師長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 栄養管理 衛生 平成30年度検便検査結果表(職員) 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 栄養管理 衛生 平成30年度検便検査結果表(委託) 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 鹿島労災病院 栄養管理 衛生 平成29年度健康診断個人票(委託) 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 6 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 鹿島労災病院 栄養管理 衛生 平成28年度健康診断個人票(委託) 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 6 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2015年度 鹿島労災病院 栄養管理 衛生 平成27年度健康診断個人票(委託) 鹿島労災病院栄養管理室長 2016年4月1日 6 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 福利厚生 平成30年度厚生会 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成30年度育児のための申出書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 任免簿 H30年度コンプライアンス推進促進者任免簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成30年度インフルエンザ予防接種 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄
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2018年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成30年度ワクチン関係 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 鹿島労災病院 庶務 衛生 平成30年度職員の職場復帰に関する措置について 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 服務 平成30年度旅費請求書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 服務 平成30年度復命書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 服務 平成30年度旅行命令簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 その他保険 平成30年度労働保険概算・確定保険料申告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 服務 平成30年度公用外出伺 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 服務 平成29年度公用外出伺 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 職員 服務 平成28年度公用外出伺 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部職員課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ36～Ｓ38) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ39) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ40) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ41) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ42) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ43) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ44) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ45) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ46) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ47) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ48) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ49) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ50) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ51) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ52) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ53) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ54) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ55) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ56) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ57) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ58) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ59) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ60) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ61) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ62) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｓ63) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ1) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ2) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ3) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ4) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ5) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ6) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ7) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ8) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ9) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ10) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ11) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ12) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ13) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ14) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ15) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ16) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ17) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ18) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ19) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄
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2008年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ20) 本部職員部給与課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2009年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ21) 本部職員部給与課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2010年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ22) 本部職員部給与課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2011年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ23) 本部職員部給与課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2012年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ24) 本部職員部給与課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2013年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ25) 本部職員部給与課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ26) 本部職員部給与課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ27) 本部職員部給与課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ28) 本部職員部給与課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ29) 本部職員部給与課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(Ｈ30) 本部職員部給与課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2019年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(R1) 本部職員部給与課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2020年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(R2) 本部職員部給与課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2021年度 本部職員部 給与 給与その他 原議書(R3) 本部職員部給与課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 人事院勧告綴り 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 給与改定 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 諸手当(俸給～休日給) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 諸手当(期末勤勉手当) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 諸手当(通勤手当～育児休業) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 諸手当(その他) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 外部提出資料 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2004年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ15) 本部職員部給与課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2005年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ16) 本部職員部給与課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2006年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ17) 本部職員部給与課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ18) 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2008年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ19) 本部職員部給与課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2009年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ20) 本部職員部給与課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2010年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ21) 本部職員部給与課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2011年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ22) 本部職員部給与課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2012年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ23) 本部職員部給与課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2013年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ24) 本部職員部給与課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ25) 本部職員部給与課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ26) 本部職員部給与課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ27) 本部職員部給与課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ28) 本部職員部給与課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ29) 本部職員部給与課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2019年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(Ｈ30) 本部職員部給与課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2020年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(R1) 本部職員部給与課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2021年度 本部職員部 給与 職員給与 給与水準の公表(R2) 本部職員部給与課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部 給与 職員給与 職種別給与支給明細総括表(Ｈ30) 本部職員部給与課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2019年度 本部職員部 給与 職員給与 職種別給与支給明細総括表(R1) 本部職員部給与課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2020年度 本部職員部 給与 職員給与 職種別給与支給明細総括表(R2) 本部職員部給与課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2021年度 本部職員部 給与 職員給与 職種別給与支給明細総括表(R3) 本部職員部給与課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 税務監査関係 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2007年度 本部職員部 給与 職員給与 給与関係質疑応答集 本部職員部給与課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2011年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ23) 本部職員部給与課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2012年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ24) 本部職員部給与課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2013年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ25) 本部職員部給与課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ26) 本部職員部給与課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ27) 本部職員部給与課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ28) 本部職員部給与課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ29) 本部職員部給与課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(Ｈ30) 本部職員部給与課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2019年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(R1) 本部職員部給与課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄
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2020年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(R2) 本部職員部給与課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2021年度 本部職員部 給与 職員給与 給与データ(R3) 本部職員部給与課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 服務 平成29年度時間外勤務命令簿 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 服務 平成29年度緊急呼出交通費 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2011年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成23年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2012年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成24年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2013年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成25年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成26年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成27年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成26年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成27年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成27年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成27年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成26年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成27年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2011年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成23年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2012年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成24年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2013年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成25年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成26年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成27年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成28年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 税申告 平成29年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度給与振込み依頼書完結分 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度扶養届完結分 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度住居届完結分 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度通勤届完結分 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度単身赴任届・認定簿完結分 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度法定外控除一覧表 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度財形貯蓄給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度生命保険料給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 平成29年度損害保険給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2009年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 単身赴任届・認定簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2008年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 通勤届 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2008年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 給与振込依頼書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2008年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 扶養届 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2009年度 本部職員部（燕労災病院） 給与 給与 住居届 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 職員各課倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年度給与支給台帳 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度給与支給台帳 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度期末・勤勉手当支給台帳 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年謝金 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年謝金 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 謝金医師振込口座届 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄
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2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年度法定外控除集計表 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度法定外控除集計表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(保険) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(保険) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(宿舎料) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(宿舎料) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(職員食) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(職員食) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(診療費) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(診療費) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(売店) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(売店) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(厚生会) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(厚生会) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年法定外(その他) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年法定外(その他) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年度交付金対象職員給与計算書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度交付金対象職員給与計算書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年度団体月払保険料払込案内書及び異動内訳書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度団体月払保険料払込案内書及び異動内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年度給与振込依頼書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度給与振込依頼書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 扶養親族届 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 扶養親族届 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 扶養親族届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 扶養親族届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 住居届 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 住居届 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 住居届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 住居届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 通勤届(看護職) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 通勤届(看護職) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 通勤届(看護職以外) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 通勤届(看護職以外) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 通勤届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 通勤届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 単身赴任届 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 単身赴任届 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 単身赴任届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 単身赴任届(退職者) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 単身赴任手当認定簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成30年扶養控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成29年扶養控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成28年扶養控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成30年保険料控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成29年保険料控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成28年保険料控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成29年住宅取得等特別控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 年末調整等 平成28年住宅取得等特別控除申告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 服務 平成30年度時間外勤務命令簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 服務 平成29年度時間外勤務命令簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 服務 平成29年度緊急呼出簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 服務 平成29年度緊急呼出交通費支給内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 福利厚生 平成29年度団体保険送金及び異動通知書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄
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2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年度給与システム関連文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成28年度給与システム関連文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成29年本部通知・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成28年本部通知・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 平成29年度本部通知・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 手当 平成28年度本部通知・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 財形貯蓄 平成30年度財形預金預入明細書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 財形貯蓄 平成29年度財形預金預入明細書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 財形貯蓄 平成28年度財形預金預入明細書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成30年住民税通知書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成29年住民税通知書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成28年住民税通知書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成30年住民税計算書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成29年住民税計算書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成28年住民税計算書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成30年所得税計算書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成29年所得税計算書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成28年所得税計算書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成27年所得税計算書 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成26年所得税計算書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成31年源泉徴収票2 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成30年源泉徴収票1 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成29年源泉徴収票 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成28年源泉徴収票 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成27年源泉徴収票 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成26年源泉徴収票 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成31年給与支払報告書(写)2 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成30年給与支払報告書(写)2 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 7 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成29年給与支払報告書(写) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 7 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成28年給与支払報告書(写) 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 7 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2015年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成27年給与支払報告書(写) 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 7 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2014年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成26年給与支払報告書(写) 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成29年本部通知・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 税申告 平成28年本部通知・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 会議等 平成29年度健康保険組合主催会議 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 会議等 平成28年度健康保険組合主催会議 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 給与 平成30年勤務実績 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 服務 平成30年度呼出交通費 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 厚生年金 平成30年度厚生年金 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 厚生年金 平成30年度企業年金基金 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2018年度 本部職員部（鹿島労災病院） 給与 健康保険 平成30年度健康保険組合 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部職員部給与課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 診療放射線技師研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 診療放射線技師研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 診療放射線技師研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床検査技師研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床検査技師研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 臨床検査技師研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 薬剤師研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 薬剤師研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 理学療法士・作業療法士研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 理学療法士・作業療法士研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 理学療法士・作業療法士研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅事務職員研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅事務職員研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄
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2018年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅事務職員研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅事務職員研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 中堅事務職員研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 中堅事務職員研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 言語聴覚士・ＭＳＷ研修(平成27年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 言語聴覚士・ＭＳＷ研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 言語聴覚士・ＭＳＷ研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 中央検査部長研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 中央検査部長研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 栄養士研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 栄養士研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療職主任・事務職係長研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療職主任・事務職係長研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職中堅研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職中堅研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職中堅研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職中堅研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療職中堅研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療職中堅研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 中央放射線部長研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 中央放射線部長研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 中央リハビリテーション部長研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 中央リハビリテーション部長研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 栄養管理室長(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 栄養管理室長(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 新規採用事務職員研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 新規採用事務職員研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 新規採用事務職員研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 新規採用事務職員研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 新規採用事務職員研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 新規採用事務職員研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員採用内定者研修（平成28年度） 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員採用内定者研修（平成29年度） 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員採用内定者研修（平成30年度） 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員採用内定者研修（令和元年度） 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 事務職員採用内定者研修（令和２年度） 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 事務職員採用内定者研修（令和３年度） 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長５年目研修（平成28年度） 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長５年目研修（平成29年度） 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長５年目研修（平成30年度） 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 医療職主任・事務職係長５年目研修（令和元年度） 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療職主任・事務職係長５年目研修（令和２年度） 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療職主任・事務職係長５年目研修（令和３年度） 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 新任管理職研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄
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2016年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修（発令前）(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修（発令前）(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修（発令前）(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 新任管理職研修（発令前）(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 新任管理職研修（発令前）(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 新任管理職研修（発令前）(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 事務局長研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 事務局長研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 事務局長研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 事務局長研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 事務局長研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 管理職2年目研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 管理職2年目研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 管理職2年目研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 管理職2年目研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 管理職2年目研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 管理職2年目研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅看護師研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅看護師研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅看護師研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 中堅看護師研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 中堅看護師研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅰ(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅰ(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅰ(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅰ(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 管理者研修Ⅰ(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 管理者研修Ⅰ(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅱ(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 管理者研修Ⅱ(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅲ(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 管理者研修Ⅲ(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 管理者研修Ⅲ(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 初期臨床研修医研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 初期臨床研修医研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 初期臨床研修医研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 初期臨床研修医研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 初期臨床研修医研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 初期臨床研修医研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員通信研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員通信研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員通信研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 事務職員通信研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 採用後3年目事務職員研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 採用後3年目事務職員研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 採用後3年目事務職員研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 採用後3年目事務職員研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 採用後3年目事務職員研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 採用後3年目事務職員研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 医療安全対策研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 医療安全対策研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 医療安全対策研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 医療安全対策研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 医療安全対策研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄
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2016年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第18回) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第19回) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第20回) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第21回) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第22回) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第23回) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第24回) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 臨床研修指導医講習会(第25回) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 臨床研修指導医講習会(第26回) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 臨床研修指導医講習会(第27回) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 医療メディエーション技法講習会(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 医療メディエーション教育講習会(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 医療メディエーション教育講習会(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 医療メディエーション教育講習会(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 継続教育担当者研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 継続教育担当者研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 継続教育担当者研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 継続教育担当者研修(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 継続教育担当者研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 継続教育担当者研修(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 専任教員・臨地実習指導者研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 専任教員・臨地実習指導者研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 専任教員・臨地実習指導者研修(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 新人看護職教育担当者研修(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 新人看護職教育担当者研修(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 新人看護職教育担当者研修(平成３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 認知症対応力向上研修(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 研修講師確認書綴(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 研修講師確認書綴(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 研修講師確認書綴(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 研修講師確認書綴(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 研修講師確認書綴(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 研修講師確認書綴(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成28年度)-1 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成28年度)-2 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成28年度)-3 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成29年度)-1 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成29年度)-2 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成29年度)-3 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成30年度)-1 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成30年度)-2 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成30年度)-3 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(平成30年度)-4 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(令和元年度)-1 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(令和元年度)-2 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 原議書(令和元年度)-3 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和２年度)-1 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和２年度)-2 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和２年度)-3 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和２年度)-4 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和２年度)-5 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和３年度)-1 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和３年度)-2 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和３年度)-3 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄
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2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 原議書(令和３年度)-4 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 研修相互参加関係綴（平成28年度） 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 研修相互参加関係綴（平成29年度） 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 研修相互参加関係綴（平成30年度） 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 研修相互参加関係綴（令和元年度） 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 研修相互参加関係綴（令和３年度） 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部 研修 職員研修 総合研修センター利用許可書関係(平成28年度) 本部職員部職員研修室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 職員研修 総合研修センター利用許可書関係(平成29年度) 本部職員部職員研修室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2018年度 本部職員部 研修 職員研修 総合研修センター利用許可書関係(平成30年度) 本部職員部職員研修室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2019年度 本部職員部 研修 職員研修 総合研修センター利用許可書関係(令和元年度) 本部職員部職員研修室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 総合研修センター利用許可書関係(令和２年度) 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 職員研修 総合研修センター利用許可書関係(令和３年度) 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部（燕労災病院） 研修 研修 平成28年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部（燕労災病院） 研修 研修 平成29年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部職員部（鹿島労災病院） 研修 研修 平成28年度院内研修報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部（鹿島労災病院） 研修 研修 平成29年度院内研修報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2017年度 本部職員部 研修 研修 平成29年度院内研修報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 看護師昇任試験 看護師昇任試験（令和２年度） 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 看護師昇任試験 看護師昇任試験（令和３年度） 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2020年度 本部職員部 職員能力開発 事務職昇任試験 令和２年度主査・係長・事務主任昇任試験 本部職員部職員能力開発課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2021年度 本部職員部 職員能力開発 事務職昇任試験 令和３年度主査・係長・事務主任昇任試験 本部職員部職員能力開発課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 職員各課倉庫 職員部職員能力開発課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出決算報告書関係(平成28年度) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出決算報告書関係(平成29年度) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出決算報告書関係(平成30年度) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出決算報告書関係(令和元年度) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出決算報告書関係(令和２年度) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 収入支出 ●収入支出決算報告書関係(令和３年度) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 収入支出 平成28年度収支決算 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 収入支出 平成29年度収支決算 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 収入支出 平成30年度収支決算 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 収入支出 令和元年度収支決算 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 収入支出 令和２年度収支決算 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 収入支出 ●令和３年度収支決算 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1991年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成4年度) 本部経理部予算課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1992年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成5年度) 本部経理部予算課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1993年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成6年度) 本部経理部予算課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1994年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成7年度) 本部経理部予算課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1995年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成8年度) 本部経理部予算課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1996年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成9年度) 本部経理部予算課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1997年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成10年度) 本部経理部予算課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1998年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成11年度) 本部経理部予算課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1999年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成12年度) 本部経理部予算課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2000年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成13年度) 本部経理部予算課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2001年度 本部経理部 予算 予算 予算書(平成14年度) 本部経理部予算課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2013年度 本部経理部 予算 予算 第三期中期目標・計画(平成26年度～30年度) 本部経理部予算課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 予算 第四期中期目標・計画(令和元年度～５年度) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2015年度 本部経理部 予算 予算 第三期中期目標・計画変更(平成28年度～30年度) 本部経理部予算課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 予算 予算関係(平成29年度：平成28年度作成) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 予算 予算関係(平成30年度：平成29年度作成) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 予算 予算関係(平成31年度：平成30年度作成) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 予算 予算関係(令和２年度：令和元年度作成) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 予算 予算関係(令和３年度：令和２年度作成) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 予算 ●予算関係(令和４年度：令和３年度作成) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2011年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成24年度：平成23年度作成) 本部経理部予算課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2012年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成25年度：平成24年度作成) 本部経理部予算課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2013年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成26年度：平成25年度作成) 本部経理部予算課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2014年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成27年度：平成26年度作成) 本部経理部予算課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2015年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成28年度：平成27年度作成) 本部経理部予算課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成29年度：平成28年度作成) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成30年度：平成29年度作成) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(平成31年度：平成30年度作成) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(令和２年度：令和元年度作成) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 予算その他 財政法28条関係(令和３年度：令和２年度作成) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 予算その他 ●財政法28条関係(令和４年度：令和３年度作成) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 収入支出 月別収入支出状況報告書(平成28年度) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 収入支出 月別収入支出状況報告書(平成29年度) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 収入支出 月別収入支出状況報告書(平成30年度) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 収入支出 月別収入支出状況報告書(令和元年度) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 収入支出 月別収入支出状況報告書(令和２年度) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 収入支出 ●月別収入支出状況報告書(令和３年度) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 収入支出 中間収支収入支出見込額調(平成28年度) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 収入支出 中間収支収入支出見込額調(平成29年度) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 収入支出 中間収支収入支出見込額調(平成30年度) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 収入支出 中間収支収入支出見込額調(令和元年度) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 収入支出 中間収支収入支出見込額調(令和２年度) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 収入支出 ●中間収支収入支出見込額調(令和３年度) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出計画関係(平成28年度) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出計画関係(平成29年度) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出計画関係(平成30年度) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出計画関係(令和元年度) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 収入支出 収入支出計画関係(令和２年度) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 収入支出 ●収入支出計画関係(令和３年度) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部 予算 予算 病院協議関係資料(平成29年度：平成28年度作成) 本部経理部予算課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部 予算 予算 病院協議関係資料(平成30年度：平成29年度作成) 本部経理部予算課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部 予算 予算 病院協議関係資料(平成31年度：平成30年度作成) 本部経理部予算課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2019年度 本部経理部 予算 予算 病院協議関係資料(令和２年度：令和元年度作成) 本部経理部予算課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2020年度 本部経理部 予算 予算 病院協議関係資料(令和３年度：令和２年度作成) 本部経理部予算課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2021年度 本部経理部 予算 予算 ●病院協議関係資料(令和４年度：令和３年度作成) 本部経理部予算課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 予算 会議等 平成28年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫　外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成29年度示達 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成28年度示達 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成29年度収入支出予算執行計画書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成28年度収入支出予算執行計画書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成29年度収入支出予算運営計画書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成28年度収入支出予算運営計画書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成29年度収入支出状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成28年度収入支出状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成29年度収入支出見込額調（中間収支） 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成28年度収入支出見込額調（中間収支） 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 予算 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 機器等 平成29年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 機器等 平成28年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 機器等 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 予算 機器等 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2011年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成23年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成23年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成23年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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2012年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成24年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成24年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成24年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成25年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成25年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成25年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成26年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成26年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成26年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成27年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成27年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成27年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成28年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成28年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成28年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成29年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成29年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成29年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成30年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成30年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成30年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和元年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和元年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和元年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和２年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和２年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和２年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和３年度契約原議書(製造) 本部経理部契約課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和３年度契約原議書(物件の購入・加工・修理) 本部経理部契約課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和３年度契約原議書(保守契約) 本部経理部契約課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成24年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医薬品） 本部経理部契約課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成25年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医薬品） 本部経理部契約課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成26年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医薬品） 本部経理部契約課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成27年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医薬品） 本部経理部契約課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成28年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医薬品） 本部経理部契約課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成25年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成26年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成27年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成28年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成29年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 物品等購入 平成30年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和元年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和２年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 物品等購入 令和３年度国立病院機構等との共同購入契約原議書（医療機器） 本部経理部契約課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 政府調達 平成30年度入札公告 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 政府調達 平成30年度落札者等の公示 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 政府調達 平成30年度資料提供招請の公示 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 政府調達 平成30年度意見招請の公示 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 政府調達 平成30年度政府調達に係る随意契約の承認申請 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 政府調達 平成30年度政府調達セミナー等関係綴 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 政府調達 令和元年度入札公告 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 政府調達 令和元年度落札者等の公示 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 政府調達 令和元年度資料提供招請の公示 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 政府調達 令和元年度意見招請の公示 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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2019年度 本部経理部 契約 政府調達 令和元年度政府調達に係る随意契約の承認申請 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 政府調達 令和元年度政府調達セミナー等関係綴 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度入札公告 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度落札者等の公示 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度資料提供招請の公示 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度意見招請の公示 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度政府調達に係る随意契約の承認申請 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度政府調達セミナー等関係綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 政府調達 令和２年度落札情報公告綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 1 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 工事契約 令和２年公共工事入札執行結果一覧表 本部経理部契約課長 2021年4月1日 1 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度入札公告 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度落札者等の公示 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度資料提供招請の公示 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度意見招請の公示 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度政府調達に係る随意契約の承認申請 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度政府調達セミナー等関係綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 政府調達 令和３年度落札情報公告綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 工事契約 令和３年公共工事入札執行結果一覧表 本部経理部契約課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 工事契約 平成28年度入札及び契約手続運営委員会記録 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 工事契約 平成29年度入札及び契約手続運営委員会記録 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 工事契約 平成30年度入札及び契約手続運営委員会記録 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 工事契約 令和元年度入札及び契約手続運営委員会記録 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 工事契約 令和２年度入札及び契約手続運営委員会記録 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 工事契約 令和３年度入札及び契約手続運営委員会記録 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 工事契約 平成30年工事契約台帳 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 工事契約 令和元年工事契約台帳 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 工事契約 令和２年工事契約台帳 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 工事契約 令和２年度中央公共工事契約制度運用連絡協議会からの通達 本部経理部契約課長 2021年4月1日 1 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 工事契約 令和３年工事契約台帳 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 工事契約 令和３年度中央公共工事契約制度運用連絡協議会からの通達 本部経理部契約課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 契約 工事契約 平成10年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 契約 工事契約 平成11年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 契約 工事契約 平成12年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 契約 工事契約 平成13年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2002年度 本部経理部 契約 工事契約 平成14年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 契約 工事契約 平成15年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2004年度 本部経理部 契約 工事契約 平成16年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2005年度 本部経理部 契約 工事契約 平成17年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2006年度 本部経理部 契約 工事契約 平成18年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2007年度 本部経理部 契約 工事契約 平成19年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2008年度 本部経理部 契約 工事契約 平成20年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2009年度 本部経理部 契約 工事契約 平成21年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2010年度 本部経理部 契約 工事契約 平成22年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部 契約 工事契約 平成23年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部 契約 工事契約 平成24年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 工事契約 平成25年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 工事契約 平成26年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 工事契約 平成27年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 工事契約 平成28年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 工事契約 平成29年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 工事契約 平成30年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 工事契約 令和元年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 工事契約 令和２年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 工事契約 令和３年度労災病院等工事契約原議書 本部経理部契約課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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作成・取得
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名称 作成・取得者 起算日

1998年度 本部経理部 契約 工事契約 平成10年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 契約 工事契約 平成11年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 契約 工事契約 平成12年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 契約 工事契約 平成13年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2002年度 本部経理部 契約 工事契約 平成14年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 契約 工事契約 平成15年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2004年度 本部経理部 契約 工事契約 平成16年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2005年度 本部経理部 契約 工事契約 平成17年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2006年度 本部経理部 契約 工事契約 平成18年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2007年度 本部経理部 契約 工事契約 平成19年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2008年度 本部経理部 契約 工事契約 平成20年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2009年度 本部経理部 契約 工事契約 平成21年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2010年度 本部経理部 契約 工事契約 平成22年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部 契約 工事契約 平成23年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部 契約 工事契約 平成24年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部 契約 工事契約 平成25年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部 契約 工事契約 平成26年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 工事契約 平成27年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 工事契約 平成28年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 工事契約 平成29年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 工事契約 平成30年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 工事契約 令和元年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 工事契約 令和２年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 工事契約 令和３年度設計・監理業務委託原議書 本部経理部契約課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 通達 平成28年度官公需 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 通達 平成29年度官公需 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 通達 平成30年度官公需 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 通達 令和元年度官公需 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 通達 令和２年度官公需 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 通達 令和３年度官公需 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 通達 平成28年度環境配慮契約綴 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 通達 平成29年度環境配慮契約綴 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 通達 平成30年度環境配慮契約綴 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 通達 令和元年度環境配慮契約綴 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 通達 令和２年度環境配慮契約綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 通達 令和３年度環境配慮契約綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 通達 平成28年度環境物品等の調達関係綴 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 通達 平成29年度環境物品等の調達関係綴 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 通達 平成30年度環境物品等の調達関係綴 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 通達 令和元年度環境物品等の調達関係綴 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 通達 令和２年度環境物品等の調達関係綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 通達 令和３年度環境物品等の調達関係綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 通達 平成28年度障害者優先調達推進法関係綴 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 通達 平成29年度障害者優先調達推進法関係綴 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 通達 平成30年度障害者優先調達推進法関係綴 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 通達 令和元年度障害者優先調達推進法関係綴 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 通達 令和２年度障害者優先調達推進法関係綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 通達 令和３年度障害者優先調達推進法関係綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 通達 平成28年度購入及び賃借医療機器調査綴 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 通達 平成29年度購入及び賃借医療機器調査綴 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 通達 平成30年度購入及び賃借医療機器調査綴 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 通達 令和元年度購入及び賃借医療機器調査綴 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 通達 令和２年度購入及び賃借医療機器調査綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 通達 令和３年度購入及び賃借医療機器調査綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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2016年度 本部経理部 契約 通達 平成28年度契約に係る通達等 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 通達 平成29年度契約に係る通達等 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 通達 平成30年度契約に係る通達等 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 通達 令和元年度契約に係る通達等 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 通達 令和２年度契約に係る通達等 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 通達 令和３年度契約に係る通達等 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 契約その他 平成28年度予算差引簿 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 契約その他 平成29年度予算差引簿 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 契約その他 平成30年度予算差引簿 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 契約その他 令和元年度予算差引簿 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 契約その他 令和２年度予算差引簿 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 契約その他 令和３年度予算差引簿 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 契約 契約その他 平成28年度契約監視委員会資料綴 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 契約 契約その他 平成29年度契約監視委員会資料綴 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 契約その他 平成30年度契約監視委員会資料綴 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 契約 契約その他 令和元年度契約監視委員会資料綴 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 契約 契約その他 令和２年度契約監視委員会資料綴 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 契約その他 令和３年度契約監視委員会資料綴 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部 契約 契約その他 全省庁統一資格申請関係（25・26・27年度） 本部経理部契約課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 契約その他 全省庁統一資格申請関係（28・29・30年度） 本部経理部契約課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 契約 契約その他 全省庁統一資格申請関係（31・32・33年度） 本部経理部契約課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 契約 契約その他 全省庁統一資格申請関係（令和4・5・6年度） 本部経理部契約課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部 契約 契約その他 化学物質の有害性調査の契約の承継に関する覚書について 本部経理部契約課長 2016年4月1日 永年 - 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成30年度医療ガス圧空運転及び作業日誌 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成29年度医療ガス圧空運転及び作業日誌 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成28年度医療ガス圧空運転及び作業日誌 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成30年度電気日誌 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成29年度電気日誌 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成28年度電気日誌 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成30年度ボイラー運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成29年度ボイラー運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成28年度ボイラー運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成30年度冷房シーズン熱源運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成29年度冷房シーズン熱源運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成28年度冷房シーズン熱源運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成30年度西棟吸収冷温水機運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成29年度西棟吸収冷温水機運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成28年度西棟吸収冷温水機運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成30年度暖房シーズン熱源運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成29年度暖房シーズン熱源運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 日誌 平成28年度暖房シーズン熱源運転日誌 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度予算実施計画差引簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度予算実施計画差引簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度酸素供給装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度在宅酸素供給装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度在宅酸素供給装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度在宅酸素供給装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度在宅人工呼吸器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度在宅人工呼吸器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度在宅人工呼吸器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度人工呼吸器賃借契約（フィリップス） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度人工呼吸器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度人工呼吸器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度携帯型睡眠ポリグラフ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度携帯用輸液ポンプ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度携帯用輸液ポンプ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度新情報システム保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度新情報システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度新情報システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度コピー機賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度コピー機賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医薬品情報システム利用契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医薬品情報システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医薬品情報システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度観葉植物賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度観葉植物賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度観葉植物賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度玄関マット賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度玄関マット賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度玄関マット賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度看板設置用地賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度看板設置用地賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度看板設置用地賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度カーテン賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度カーテン賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度カーテン賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度害虫駆除機賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度害虫駆除機賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度害虫駆除機賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度液体酸素供給設備契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度液体酸素供給設備契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度業務用節水設備契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度業務用節水設備契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度持続陽圧呼吸療法装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度持続陽圧呼吸療法装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度持続陽圧呼吸療法装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度携帯型睡眠ポリグラフ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度携帯型睡眠ポリグラフ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度超音波骨折治療器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度超音波骨折治療器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度超音波骨折治療器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度防水シーツ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度防水シーツ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度超音波診断装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度超音波診断装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度超音波診断装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度放射線治療装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度放射線治療装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度マットレス賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度マットレス賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度井水浄水化システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度井水浄水化システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度エアーフレッシュナー・サニタイザー賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度エアーフレッシュナー・サニタイザー賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度エアーフレッシュナー・サニタイザー賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度内視鏡システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度内視鏡システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度生化学自動分析定装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度生化学自動分析定装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度手術台賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度病院情報システム端末賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度病院情報システム端末賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度公用車賃借契約（ノア） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度公用車賃借契約（ポルテ） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度公用車賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度公用車賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度2人床個室賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度2人床個室賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度1人床個室賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度1人床個室賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度ガンマカメラシステム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度細菌・血液検査システム賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度輸液ポンプ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度輸液ポンプ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医用テレメータ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医用テレメータ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医用テレメータ賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度手術用照明器賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度輪転機（本体）賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度輪転機（本体）賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度輪転機（フィニッシャー・スキャナ）賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度輪転機（フィニッシャー・スキャナ）賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度睡眠ポリグラフィー測定・解析装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度睡眠ポリグラフィー測定・解析装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度睡眠ポリグラフィー測定・解析装置賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度給食業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度給食業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度給食業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度洗濯・寝具・病衣業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度洗濯業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度洗濯業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度寝具業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度寝具業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度病衣業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度病衣業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度清掃業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度清掃業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度清掃業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度委託検査契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度委託検査契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度委託検査契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医事業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医事業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医事業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度守衛及び事務日当直業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度守衛業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度守衛業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度歯科技工業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度歯科技工業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度歯科技工業務委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度井水浄水化業務契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度井水浄水化業務契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度宿日直業務契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度宿日直業務契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度滅菌医療機器管理業務契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度滅菌医療機器管理業務契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度滅菌医療機器管理業務契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度ＳＰＤ業務及び物品単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度ＳＰＤ業務契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度ＳＰＤ業務契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度重油購入契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度重油購入契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度重油購入契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度薬品購入単価契約（病院独自調達） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度薬品購入単価契約（共同購入） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度薬品購入単価契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度薬品購入単価契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度診療材料購入単価契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度診療材料購入単価契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医療消耗備品購入単価契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医療消耗備品購入単価契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度印刷製本単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度印刷製本単価契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度印刷製本単価契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度消耗器材単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度消耗器材単価契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度消耗器材単価契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医療・産業廃棄物処理委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医療・産業廃棄物処理委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医療・産業廃棄物処理委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度一般廃棄物処理委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度一般廃棄物処理委託契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度一般廃棄物処理委託契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度フィルムバッジ測定検査契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度フィルムバッジ測定検査契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度フィルムバッジ測定検査契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度害虫駆除契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度害虫駆除契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度害虫駆除契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度煤煙検査契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度煤煙検査契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度煤煙検査契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度冷却水水質検査契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度冷却水水質検査契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度冷却水水質検査契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度有線放送契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度有線放送契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（４月～５月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（５月～６月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（６月～７月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（８月～９月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（９月～１０月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（１１月～１２月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（１２月～１月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度契約及び支出決議書（２月～３月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度契約及び支出決議書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度契約及び支出決議書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度官公需契約実績額の取りまとめ 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度官公需契約実績額の取りまとめ 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度医療ガス配管設備保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度消防設備法定点検 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度エレベータ保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度吸収式冷温水発生機及び吸収式冷凍機保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度自家用電気工作物年次点検 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度ガス設備点検結果報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度磁気共鳴断層撮影装置保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度高速ＣＴ撮影装置保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度病院情報システム保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 保守点検 平成30年度コンピューテッドラジオグラフィー保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度物品受払簿(材料) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度物品受払簿(材料) 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度試薬受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度試薬受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度試薬受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度フィルム等受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度フィルム等受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度フィルム等受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度血液製剤受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度血液製剤受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度血液製剤受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度麻薬受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度麻薬受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度薬品受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度薬品受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度薬品受払状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度薬品事故伝票綴 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度薬品事故伝票綴 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度薬品事故伝票綴 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度棚卸資産受払報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度棚卸資産受払報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度ＳＰＤ棚卸状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度ＳＰＤ棚卸状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度ＳＰＤ棚卸状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成30年度物品購入・修理・製作伺 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度物品購入・修理・製作伺 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成28年度物品購入・修理・製作伺 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成30年度薬品購入伺兼報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度薬品購入伺兼受領書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成28年度薬品購入伺兼受領書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成30年度薬品購入伺兼受領書(検査・放射線) 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度薬品購入伺兼受領書(検査・放射線) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成28年度薬品購入伺兼受領書(検査・放射線) 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度物品購入伺兼受領書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成28年度物品購入伺兼受領書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 会議等 平成30年度診療材料等委員会議事録、配付資料 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 会議等 平成29年度診療材料等委員会議事録、配付資料 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 会議等 平成28年度診療材料等委員会議事録、配付資料 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度会計係業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度会計係業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度会計窓口業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度会計窓口業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度会計窓口業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度庶務係業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度庶務係業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度庶務係業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度用度係業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度用度係業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度用度係業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度ＭＥ機器点検業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度ＭＥ機器点検業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度ＭＥ機器点検業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度ストレスチェック実施業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度ストレスチェック実施業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度ストレスチェック実施業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医事会計システム保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医事会計システム保守契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医事会計システム保守契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度医事会計システムリース契約 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度医事会計システムリース契約 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度公用車運転業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度公用車運転業務 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度公用車運転業務 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度除細動器及び人工呼吸器保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度除細動器保守 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度除細動器保守 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度人工呼吸器保守 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成28年度人工呼吸器保守 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度全自動血液分析装置保守 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成29年度全自動血液分析装置保守 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 庶務管理 H30年度タクシーチケット管理簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 庶務管理 H29年度タクシーチケット管理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 庶務管理 H28年度タクシーチケット管理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成30年度物品受払状況報告書 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度物品受払状況報告書 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品管理一般 平成29年度物品受払簿 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成30年度食品購入伺兼使用報告書 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度食品購入伺兼使用報告書 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成30年度貯蔵食品購入伺 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 物品購入・印刷・修理 平成29年度貯蔵食品購入伺 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度画像診断委託契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医用画像情報システム保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度コンピューテッドラジオグラフィ保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度業務用電力契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度吸収冷凍機・冷温水機保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度ＲＩ室作業環境測定契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度院内ネットワーク保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度ホームページ更新・保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度診断書作成ソフト利用契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄
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2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医療ガス配管設備保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度消防設備保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度昇降機保守業務契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度臨床検査システム保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度酸素飽和度モニタ賃貸借契約（帝人） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度歯科補綴材料売買契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度債権回収業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度ＭＲＩ保守契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度持続陽圧人工呼吸器賃貸借契約（フィリップス） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度気化器賃貸借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度複写機賃貸借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度有料個室賃借契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度外来クラーク契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度院外ＥＯＧ滅菌業務契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度検査試薬単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度放射性医薬品単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度血液製剤単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医療用液体ヘリウム単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医療ガス単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度インク単価契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度洗濯・乾燥機設置契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年医療用酸素ガス供給設備契約 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度入札関係書類 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度電話交換業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度医事課業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 契約 契約 平成30年度薬剤窓口業務 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部予算課長 廃棄

1981年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和56年度財産目録 本部経理部契約課長 1982年4月1日 40 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1987年3月31日 延長期間 35年

1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和57年度財産目録 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1988年3月31日 延長期間 34年

1983年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和58年度財産目録 本部経理部契約課長 1984年4月1日 38 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1989年3月31日 延長期間 33年

1984年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和59年度財産目録 本部経理部契約課長 1985年4月1日 37 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1990年3月31日 延長期間 32年

1986年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和60年度財産目録 本部経理部契約課長 1987年4月1日 35 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1992年3月31日 延長期間 30年

1987年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和62年度財産目録 本部経理部契約課長 1988年4月1日 34 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1993年3月31日 延長期間 29年

1988年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和62年度財産目録 本部経理部契約課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1994年3月31日 延長期間 28年

1988年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和63年度財産目録 本部経理部契約課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1994年3月31日 延長期間 28年

1989年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和63年度財産目録 本部経理部契約課長 1990年4月1日 32 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1995年3月31日 延長期間 27年

1990年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成元年度財産目録 本部経理部契約課長 1991年4月1日 31 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1996年3月31日 延長期間 26年

1991年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成2年度財産目録 本部経理部契約課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1997年3月31日 延長期間 25年

1992年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成3年度財産目録 本部経理部契約課長 1993年4月1日 29 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1998年3月31日 延長期間 24年

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成4年度財産目録 本部経理部契約課長 1994年4月1日 28 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成5年度財産目録 本部経理部契約課長 1995年4月1日 27 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成6年度財産目録 本部経理部契約課長 1995年4月1日 27 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度財産目録 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2001年3月31日 延長期間 21年

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成8年度財産目録 本部経理部契約課長 1997年4月1日 25 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2002年3月31日 延長期間 20年

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成9年度財産目録 本部経理部契約課長 1998年4月1日 24 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2003年3月31日 延長期間 19年

1998年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成10年度財産目録 本部経理部契約課長 1999年4月1日 23 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2004年3月31日 延長期間 18年

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成11年度財産目録 本部経理部契約課長 2000年4月1日 22 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 17年

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成12年度財産目録 本部経理部契約課長 2001年4月1日 21 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2006年3月31日 延長期間 16年

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成13年度財産目録 本部経理部契約課長 2002年4月1日 20 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2007年3月31日 延長期間 15年

2002年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成14年度財産目録 本部経理部契約課長 2003年4月1日 19 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2008年3月31日 延長期間 14年

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成15年度財産目録 本部経理部契約課長 2004年4月1日 18 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 13年

2004年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成16年度財産目録 本部経理部契約課長 2005年4月1日 17 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 12年

2005年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成17年度財産目録 本部経理部契約課長 2006年4月1日 16 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 11年

2006年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成18年度財産目録 本部経理部契約課長 2007年4月1日 15 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 10年

2007年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成19年度財産目録 本部経理部契約課長 2008年4月1日 14 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 9年
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2008年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成20年度財産目録 本部経理部契約課長 2009年4月1日 13 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 8年

2009年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成21年度財産目録 本部経理部契約課長 2010年4月1日 12 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2015年3月31日 延長期間 7年

2012年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成22、23、24年度財産目録 本部経理部契約課長 2013年4月1日 9 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2018年3月31日 延長期間 4年

2013年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成25年度財産目録 本部経理部契約課長 2014年4月1日 8 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 3年

2014年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成26年度財産目録 本部経理部契約課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2020年3月31日 延長期間 2年

2015年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成27年度財産目録 本部経理部契約課長 2016年4月1日 6 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2021年3月31日 延長期間 1年

2016年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成28年度財産目録 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成29年度財産目録 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成30年度財産目録 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和元年度財産目録 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和2年度財産目録 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和3年度財産目録 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1968年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和43年度不動産処分関係 本部経理部契約課長 1969年4月1日 53 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1974年3月31日 延長期間 48年

1969年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和44年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1970年4月1日 52 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1975年3月31日 延長期間 47年

1970年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和45年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1971年4月1日 51 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1976年3月31日 延長期間 46年

1973年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和48年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1974年4月1日 48 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1979年3月31日 延長期間 43年

1974年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和49年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1975年4月1日 47 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1980年3月31日 延長期間 42年

1975年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和50年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 1976年4月1日 46 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1981年3月31日 延長期間 41年

1975年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和50年度不動産処分取得明細 本部経理部契約課長 1976年4月1日 46 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1981年3月31日 延長期間 41年

1976年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和51年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 1977年4月1日 45 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1982年3月31日 延長期間 40年

1971年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和46年度不動産処分原議 本部経理部契約課長 1972年4月1日 50 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1977年3月31日 延長期間 45年

1973年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和47から48年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1974年4月1日 48 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1979年3月31日 延長期間 43年

1972年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和47年度不動産処分原議 本部経理部契約課長 1973年4月1日 49 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1978年3月31日 延長期間 44年

1973年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和48年度不動産処分原議 本部経理部契約課長 1974年4月1日 48 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1979年3月31日 延長期間 43年

1974年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和49年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1975年4月1日 47 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1980年3月31日 延長期間 42年

1974年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和49年度不動産解き報告書 本部経理部契約課長 1975年4月1日 47 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1980年3月31日 延長期間 42年

1975年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和50年度不動産解き原議 本部経理部契約課長 1976年4月1日 46 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1981年3月31日 延長期間 41年

1975年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和50年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1976年4月1日 46 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1981年3月31日 延長期間 41年

1976年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和51年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1977年4月1日 45 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1982年3月31日 延長期間 40年

1976年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和51年度不動産解き申請承認 本部経理部契約課長 1977年4月1日 45 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1982年3月31日 延長期間 40年

1976年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和52年3月不動産解毀について(申請) 本部経理部契約課長 1977年4月1日 45 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1982年3月31日 延長期間 40年

1977年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和52年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1978年4月1日 44 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1983年3月31日 延長期間 39年

1977年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和52年度不動産解き申請承認 本部経理部契約課長 1978年4月1日 44 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1983年3月31日 延長期間 39年

1978年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和53年度不動産処分 本部経理部契約課長 1979年4月1日 43 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1984年3月31日 延長期間 38年

1979年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和54年度不動産処分 本部経理部契約課長 1980年4月1日 42 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1985年3月31日 延長期間 37年

1980年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和55年度不動産解き申請承認書 本部経理部契約課長 1981年4月1日 41 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1986年3月31日 延長期間 36年

1981年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和56年度不動産処分調書 本部経理部契約課長 1982年4月1日 40 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1987年3月31日 延長期間 35年

1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和57年度不動産処分調書 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1988年3月31日 延長期間 34年

1983年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和57から58年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1984年4月1日 38 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1989年3月31日 延長期間 33年

1983年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和58年度不動産処分調書 本部経理部契約課長 1984年4月1日 38 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1989年3月31日 延長期間 33年

1984年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和59年度不動産処分申請書 本部経理部契約課長 1985年4月1日 37 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1990年3月31日 延長期間 32年

1984年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和59年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1985年4月1日 37 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1990年3月31日 延長期間 32年

1986年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和60年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1987年4月1日 35 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1992年3月31日 延長期間 30年

1986年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和61年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1987年4月1日 35 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1992年3月31日 延長期間 30年

1987年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和61年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1988年4月1日 34 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1993年3月31日 延長期間 29年

1988年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和62年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1994年3月31日 延長期間 28年

1987年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和62年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1988年4月1日 34 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1993年3月31日 延長期間 29年

1989年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和63年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1990年4月1日 32 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1995年3月31日 延長期間 27年

1988年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和63年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1994年3月31日 延長期間 28年

1989年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和63年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1990年4月1日 32 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1995年3月31日 延長期間 27年

1990年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成元年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1991年4月1日 31 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1996年3月31日 延長期間 26年

1991年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成2年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1997年3月31日 延長期間 25年

1992年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成3年度不動産処分申請 本部経理部契約課長 1993年4月1日 29 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1998年3月31日 延長期間 24年

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成4年度不動産処分報告 本部経理部契約課長 1994年4月1日 28 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年
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1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成5年度不動産処分報告 本部経理部契約課長 1995年4月1日 27 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1990年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成元年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1991年4月1日 31 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1996年3月31日 延長期間 26年

1991年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成2年度不動産取得明細 本部経理部契約課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1997年3月31日 延長期間 25年

1992年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成3年度不動産取得報告 本部経理部契約課長 1993年4月1日 29 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1998年3月31日 延長期間 24年

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成4年度不動産取得報告 本部経理部契約課長 1994年4月1日 28 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成5年度不動産取得報告 本部経理部契約課長 1995年4月1日 27 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成6年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 1995年4月1日 27 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2001年3月31日 延長期間 21年

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成8年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 1997年4月1日 25 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2002年3月31日 延長期間 20年

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成9年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 1998年4月1日 24 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2003年3月31日 延長期間 19年

1998年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成10年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 1999年4月1日 23 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2004年3月31日 延長期間 18年

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成11年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2000年4月1日 22 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 17年

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成12年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2001年4月1日 21 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2006年3月31日 延長期間 16年

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成13年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2002年4月1日 20 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2007年3月31日 延長期間 15年

2002年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成14年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2003年4月1日 19 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2008年3月31日 延長期間 14年

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成15年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2004年4月1日 18 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 13年

2004年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成16年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2005年4月1日 17 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 12年

2005年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成17年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2006年4月1日 16 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 11年

2006年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成18年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2007年4月1日 15 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 10年

2007年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成19年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2008年4月1日 14 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 9年

2008年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成20年度不動産取得報告及び処分報告 本部経理部契約課長 2009年4月1日 13 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 8年

2009年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成21年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2010年4月1日 12 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2015年3月31日 延長期間 7年

2010年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成22年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2011年4月1日 11 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2016年3月31日 延長期間 6年

2011年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成23年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2017年3月31日 延長期間 5年

2012年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成24年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2013年4月1日 9 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2018年3月31日 延長期間 4年

2013年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成25年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2014年4月1日 8 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 3年

2014年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成26年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2020年3月31日 延長期間 2年

2015年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成27年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2016年4月1日 6 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2021年3月31日 延長期間 1年

2016年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成28年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成29年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成30年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和元年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和2年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和3年度不動産取得報告書 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2009年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成21年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2010年4月1日 12 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2015年3月31日 延長期間 7年

2010年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成22年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2011年4月1日 11 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2016年3月31日 延長期間 6年

2011年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成23年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2017年3月31日 延長期間 5年

2012年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成24年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2013年4月1日 9 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2018年3月31日 延長期間 4年

2013年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成25年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2014年4月1日 8 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 3年

2014年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成26年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2020年3月31日 延長期間 2年

2015年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成27年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2016年4月1日 6 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2021年3月31日 延長期間 1年

2016年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成28年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成29年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成30年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和元年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和2年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 不動産管理 令和3年度不動産処分報告書 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1972年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和47年度工事費内訳明細 本部経理部契約課長 1973年4月1日 49 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1978年3月31日 延長期間 44年

1963年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和38年度不動産購入直営工事関係(東京土地他) 本部経理部契約課長 1964年4月1日 58 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1969年3月31日 延長期間 53年

1983年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(筑豊労災病院) 本部経理部契約課長 1984年4月1日 38 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 8年

1986年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(大牟田労災病院) 本部経理部契約課長 1987年4月1日 35 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2017年3月31日 延長期間 5年

1987年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(吉備高原医療リハビリテーションセンター) 本部経理部契約課長 1988年4月1日 34 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2018年3月31日 延長期間 4年

1966年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(長野作業所) 本部経理部契約課長 1967年4月1日 55 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1997年3月31日 延長期間 25年

1988年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(福岡作業所) 本部経理部契約課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 3年
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1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 労災委託病棟財産受入譲渡契約書 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 9年

1971年度 本部経理部 管財 不動産管理 労災委託病棟財産受入譲渡契約書 本部経理部契約課長 1972年4月1日 50 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2002年3月31日 延長期間 20年

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 電話柱支線の敷地使用承認 本部経理部契約課長 2002年4月1日 20 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2007年3月31日 延長期間 15年

1988年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可申請(山口熊本福岡リハビリテーション小山委託愛知リハビリテーション千葉リハビリテーション) 本部経理部契約課長 1989年4月1日 33 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2019年3月31日 延長期間 3年

1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 旧衛生研究所跡地交換関係 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 9年

1981年度 本部経理部 管財 不動産管理 土地交換関係資料(関東中部松戸和歌山) 本部経理部契約課長 1982年4月1日 40 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1985年3月31日 延長期間 37年

1984年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産(土地)処分認可申請控(35年3月以降59年1月以前) 本部経理部契約課長 1985年4月1日 37 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2015年3月31日 延長期間 7年

1969年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産賃貸借原議(昭和44年度以前) 本部経理部契約課長 1970年4月1日 52 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1970年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和45年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1971年4月1日 51 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2001年3月31日 延長期間 21年

1971年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和46年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1972年4月1日 50 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2002年3月31日 延長期間 20年

1972年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和47年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1973年4月1日 49 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2003年3月31日 延長期間 19年

1973年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和48年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1974年4月1日 48 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2004年3月31日 延長期間 18年

1974年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和49年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1975年4月1日 47 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 17年

1975年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和50年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1976年4月1日 46 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2006年3月31日 延長期間 16年

1976年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和51年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1977年4月1日 45 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2007年3月31日 延長期間 15年

1977年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和52年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1978年4月1日 44 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2008年3月31日 延長期間 14年

1978年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和53年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1979年4月1日 43 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 13年

1979年度 本部経理部 管財 不動産管理 昭和54年度賃貸借契約(不動産)原議 本部経理部契約課長 1980年4月1日 42 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 12年

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成14年度不動産管理事務に関する原議 本部経理部契約課長 2002年4月1日 20 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 17年

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成13年度不動産管理事務に関する原議 本部経理部契約課長 2002年4月1日 20 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 17年

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成12年度不動産管理事務に関する原議 本部経理部契約課長 2001年4月1日 21 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2004年3月31日 延長期間 18年

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成11年度不動産管理事務に関する原議 本部経理部契約課長 2000年4月1日 22 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2003年3月31日 延長期間 19年

1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産管理事務に関する原議(56年度以前) 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1986年3月31日 延長期間 36年

1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産管理事務に関する原議(57年度以降平成6年度以前) 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1986年3月31日 延長期間 36年

1976年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産管理規程作成資料 本部経理部契約課長 1977年4月1日 45 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1980年3月31日 延長期間 42年

1986年度 本部経理部 管財 不動産管理 福島労災病院敷地調査報告 本部経理部契約課長 1987年4月1日 35 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1990年3月31日 延長期間 32年

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 借地台帳(調査) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 25 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 22年

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 バス停留所用地の賃借状況調 本部経理部契約課長 1995年4月1日 27 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1998年3月31日 延長期間 24年

1992年度 本部経理部 管財 不動産管理 遊休地及び貸付地調査 本部経理部契約課長 1993年4月1日 29 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1996年3月31日 延長期間 26年

1983年度 本部経理部 管財 不動産管理 委託病棟借地関係資料 本部経理部契約課長 1984年4月1日 38 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1987年3月31日 延長期間 35年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(美唄から秋田労災病院) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(福島から関東労災病院) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(横浜から関西労災病院) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(神戸から門司労災病院) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(筑豊から長崎労災病院) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(熊本からせき損及び後楽園会館) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成7年度土地調査(労災リハビリテーション作業所) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 26 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 23年

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 土地調査(高尾みころも霊堂) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 24 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2001年3月31日 延長期間 21年

1989年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産(駐車場用地)の借入について(昭和61年度から平成元年度) 本部経理部契約課長 1990年4月1日 32 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1995年3月31日 延長期間 27年

1980年度 本部経理部 管財 不動産管理 大牟田土地取得関係資料 本部経理部契約課長 1981年4月1日 41 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1986年3月31日 延長期間 36年

1981年度 本部経理部 管財 不動産管理 大牟田土地取得関係資料 本部経理部契約課長 1982年4月1日 40 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1987年3月31日 延長期間 35年

1982年度 本部経理部 管財 不動産管理 大牟田土地取得関係資料 本部経理部契約課長 1983年4月1日 39 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1988年3月31日 延長期間 34年

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(美唄労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(岩見沢労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(釧路労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(青森労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(岩手労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(東北労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(秋田労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(福島労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(珪肺労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(鹿島労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(千葉労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(東京労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

57/161p



大分類 中分類 小分類 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

保存期間
（単位：年）

文書分類
作成・取得

年度等
名称 作成・取得者 起算日

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(関東労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(横浜労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(燕労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(新潟労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(富山労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(浜松労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(中部労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(旭労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(大阪労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(関西労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(神戸労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(和歌山労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(山陰労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(岡山労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(中国労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(山口労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(香川労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(愛媛労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(九州労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(門司労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(筑豊労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(大牟田労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(長崎労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(熊本労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(霧島温泉労災病院) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(総合せき損センター) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(吉備高原医療リハビリテーションセンター) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(労災委託病棟) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(看護専門学校) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(九州リハビリテーション大学校) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(労災リハビリテーション作業所) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(健康診断センター) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(勤労者リフレッシュ健康管理センター) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(産業保健推進センター) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(休養所) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(後楽園会館) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(職員宿舎) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(高尾みころも霊堂) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(恵比寿会館) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(本部) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産台帳(土地及び立木) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(美唄労災病院) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(岩見沢労災病院) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(釧路労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(青森労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1992年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(岩手労災病院) 本部経理部契約課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(東北労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(秋田労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(福島労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(珪肺労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(鹿島労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(千葉労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(東京労災病院) 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(関東労災病院) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(横浜労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(燕労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(新潟労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(浜松労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(中部労災病院) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(旭労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(大阪労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(関西労災病院) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(神戸労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(和歌山労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(山陰労災病院) 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(岡山労災病院) 本部経理部契約課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(中国労災病院) 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(山口労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(香川労災病院) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(愛媛労災病院) 本部経理部契約課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(九州労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(門司労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(長崎労災病院) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(熊本労災病院) 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(霧島温泉労災病院) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(総合せき損センター) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1992年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(北海道作業所) 本部経理部契約課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(宮城作業所) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(千葉作業所) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(福井作業所) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(愛知作業所) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(登別ときわ荘) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(蔵王スカイパレス) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(大沢野パレス) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(恵那荘) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(錦グリーンパレス) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(湯のもり園) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(白雲荘) 本部経理部契約課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(高尾みころも霊堂) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約及び認可関係(労災保険会館) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約及び認可関係(十勝荘) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約及び認可関係(水上荘) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(浦和職員宿舎) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(恵比寿会館) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(烏山倶楽部) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(三鷹職員宿舎) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(松戸職員宿舎) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(鎌ヶ谷職員宿舎) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分関係(職員宿舎(鎌ヶ谷三鷹浦和松戸)及び湯原荘) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可(沢渡病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可(南海病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可(鹿教湯三才山病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可(足利赤十字病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可(新湊市民病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分認可(神戸みなと病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分売買契約(足利赤十字病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1995年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分売買契約(新湊市民病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産処分売買契約(神戸みなと病院労災委託病棟) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部 管財 不動産管理 不動産契約関係(大阪労災に係る旧日赤跡地) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1993年度 本部経理部 管財 不動産管理 平成5年3月財産の譲渡(せき損及び白雲荘) 本部経理部契約課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 不動産管理 減価償却の基準に関する達原議 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1992年度 本部経理部 管財 物品管理 平成4年度物品処分(2000万円以上) 本部経理部契約課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1992年度 本部経理部 管財 物品管理 平成4年度物品処分調書(2000万以上) 本部経理部契約課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1993年度 本部経理部 管財 物品管理 平成5年度物品処分調書(30から2000万) 本部経理部契約課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部 管財 物品管理 平成6年度物品処分調書(30から2000万) 本部経理部契約課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1995年度 本部経理部 管財 物品管理 平成7年度物品処分申請書(2000万以上) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1995年度 本部経理部 管財 物品管理 平成7年度物品処分調書(2000万以上) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1995年度 本部経理部 管財 物品管理 平成7年度物品処分調書(30から2000万) 本部経理部契約課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 物品管理 平成8年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部 管財 物品管理 平成8年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 物品管理 平成9年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部 管財 物品管理 平成9年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 管財 物品管理 平成10年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部 管財 物品管理 平成10年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 物品管理 平成11年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部 管財 物品管理 平成11年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 物品管理 平成12年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部 管財 物品管理 平成12年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 物品管理 平成13年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部 管財 物品管理 平成13年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2002年度 本部経理部 管財 物品管理 平成14年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2002年度 本部経理部 管財 物品管理 平成14年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 物品管理 平成15年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部 管財 物品管理 平成15年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2004年度 本部経理部 管財 物品管理 平成16年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2004年度 本部経理部 管財 物品管理 平成16年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2005年度 本部経理部 管財 物品管理 平成17年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2005年度 本部経理部 管財 物品管理 平成17年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2006年度 本部経理部 管財 物品管理 平成18年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2006年度 本部経理部 管財 物品管理 平成18年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2007年度 本部経理部 管財 物品管理 平成19年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2007年度 本部経理部 管財 物品管理 平成19年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2008年度 本部経理部 管財 物品管理 平成20年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2008年度 本部経理部 管財 物品管理 平成20年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2009年度 本部経理部 管財 物品管理 平成21年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2009年度 本部経理部 管財 物品管理 平成21年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2010年度 本部経理部 管財 物品管理 平成22年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2010年度 本部経理部 管財 物品管理 平成22年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部 管財 物品管理 平成23年度物品処分調書及び原議(30から2000万) 本部経理部契約課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部 管財 物品管理 平成23年度物品処分調書及び原議(2000万以上) 本部経理部契約課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 管財 物品管理 平成28年度物品処分調書及び原議 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 管財 物品管理 平成29年度物品処分調書及び原議 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 物品管理 平成30年度物品処分調書及び原議 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 物品管理 令和元年度物品処分調書及び原議 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 管財 物品管理 令和2年度物品処分調書及び原議 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 物品管理 令和3年度物品処分調書及び原議 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 税務 平成30年度地方税の納税状況 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 管財 管財その他 平成28年度管理換え 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 管財 管財その他 平成29年度管理換え 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 管財その他 平成30年度管理換え 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 管財その他 令和元年度管理換え 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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2020年度 本部経理部 管財 管財その他 令和2年度管理換え 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 管財その他 令和3年度管理換え 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部 管財 管財その他 平成28年度寄附受入原議 本部経理部契約課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部 管財 管財その他 平成29年度寄附受入原議 本部経理部契約課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 管財その他 平成30年度寄附受入原議 本部経理部契約課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 管財その他 令和元年度寄附受入原議 本部経理部契約課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 管財 管財その他 令和2年度寄附受入原議 本部経理部契約課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 管財その他 令和3年度寄附受入原議 本部経理部契約課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部 管財 管財その他 平成30年度印鑑証明及び理事長押印依頼 本部経理部契約課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2019年度 本部経理部 管財 管財その他 令和元年度印鑑証明及び理事長押印依頼 本部経理部契約課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2020年度 本部経理部 管財 管財その他 令和2年度印鑑証明及び理事長押印依頼 本部経理部契約課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2021年度 本部経理部 管財 管財その他 令和3年度印鑑証明及び理事長押印依頼 本部経理部契約課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成29年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成28年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成27年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成26年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成25年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成24年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成23年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成22年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成21年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成20年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成19年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成18年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成17年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成16年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成15年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成14年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成13年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成12年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成11年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成10年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成9年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成8年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成7年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成6年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成5年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成4年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 決算 平成3年度固定資産不用決定・処分内訳書 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成30年度不動産台帳 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成29年度不動産台帳 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成28年度不動産台帳 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成29年度不動産取得報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成28年度不動産取得報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成29年度不動産処分報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成28年度不動産処分報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成29年度本部通知・依頼・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 不動産管理一般 平成28年度本部通知・依頼・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品管理一般 平成29年度遊休物品一覧表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品管理一般 平成28年度遊休物品一覧表 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品管理一般 平成30年度棚卸資産受払報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成29年度物品不用(処分)調書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成28年度物品不用(処分)調書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成30年度物品不用決定処分申請書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄
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2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成29年度物品不用決定承認申請書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成28年度物品不用決定承認申請書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 管財 物品不用 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部契約課長 廃棄

1991年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成3年度) 本部経理部出納課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成4年度) 本部経理部出納課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成5年度) 本部経理部出納課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成6年度) 本部経理部出納課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成7年度) 本部経理部出納課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成8年度) 本部経理部出納課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成9年度) 本部経理部出納課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成10年度) 本部経理部出納課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成11年度) 本部経理部出納課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成12年度) 本部経理部出納課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成13年度) 本部経理部出納課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成14年度) 本部経理部出納課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成15年度) 本部経理部出納課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成16年度) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成17年度) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成18年度) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成19年度) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成20年度) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成21年度) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成22年度) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 帳票類 金銭出納帳(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成3年度) 本部経理部出納課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成4年度) 本部経理部出納課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成5年度) 本部経理部出納課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成6年度) 本部経理部出納課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成7年度) 本部経理部出納課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成8年度) 本部経理部出納課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成9年度) 本部経理部出納課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成10年度) 本部経理部出納課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成11年度) 本部経理部出納課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成12年度) 本部経理部出納課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成13年度) 本部経理部出納課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成14年度) 本部経理部出納課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成15年度) 本部経理部出納課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成16年度) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成17年度) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成18年度) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成19年度) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成20年度) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成21年度) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2010年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成22年度) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 帳票類 銀行勘定帳(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 帳票類 総勘定元帳(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 帳票類 補助元帳(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 帳票類 会計伝票(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 帳票類 会計伝票(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 帳票類 会計伝票(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 帳票類 会計伝票(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 帳票類 会計伝票(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 帳票類 会計伝票(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 証拠書類 証拠書類(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 証拠書類 証拠書類(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 証拠書類 証拠書類(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 証拠書類 証拠書類(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 証拠書類 証拠書類(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 証拠書類 証拠書類(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 任免簿 代理会計機関任免簿・記録簿(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 任免簿 代理会計機関任免簿・記録簿(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 任免簿 代理会計機関任免簿・記録簿(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 任免簿 代理会計機関任免簿・記録簿(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 任免簿 代理会計機関任免簿・記録簿(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 任免簿 代理会計機関任免簿・記録簿(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成3年度) 本部経理部出納課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成4年度) 本部経理部出納課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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1993年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成5年度) 本部経理部出納課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成6年度) 本部経理部出納課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成7年度) 本部経理部出納課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成8年度) 本部経理部出納課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成9年度) 本部経理部出納課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成10年度) 本部経理部出納課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成11年度) 本部経理部出納課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成12年度) 本部経理部出納課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成13年度) 本部経理部出納課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成14年度) 本部経理部出納課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に関する認可申請及び出資金の交付申請(平成15年度) 本部経理部出納課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成16年度) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成17年度) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成18年度) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成19年度) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成20年度) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成21年度) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成22年度) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 申請書類 資本金に係る通知(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成3年度) 本部経理部出納課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成4年度) 本部経理部出納課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成5年度) 本部経理部出納課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成6年度) 本部経理部出納課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成7年度) 本部経理部出納課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成8年度) 本部経理部出納課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成9年度) 本部経理部出納課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成10年度) 本部経理部出納課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成11年度) 本部経理部出納課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成12年度) 本部経理部出納課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成13年度) 本部経理部出納課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成14年度) 本部経理部出納課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部 出納 申請書類 労働福祉事業団交付金の交付請求(平成15年度) 本部経理部出納課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成16年度) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成17年度) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成18年度) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成19年度) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成20年度) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成21年度) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成22年度) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2017年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康福祉機構運営費交付金・補助金の交付請求(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康安全機構運営費交付金・補助金の交付請求(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 申請書類 労働者健康安全機構運営費交付金・補助金の交付請求(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 資金運用 資金運用(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 資金運用 資金運用(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 資金運用 資金運用(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 資金運用 資金運用(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 資金運用 資金運用(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 資金運用 資金運用(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 資金運用 増改築基金(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 出納その他 原議書(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 出納その他 個人未収金回収状況（平成30年度） 本部経理部出納課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 出納その他 資金状況調（平成28年度） 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 出納その他 資金状況調（平成29年度） 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 出納その他 資金状況調（平成30年度） 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 出納その他 資金状況調（令和元年度） 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 出納その他 資金状況調（令和2年度） 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 出納その他 資金状況調（令和3年度） 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 出納その他 資金貸付（平成28年度） 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 出納その他 資金貸付（平成29年度） 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 出納その他 資金貸付（平成30年度） 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 出納その他 資金貸付（令和元年度） 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 出納 出納その他 資金貸付（令和2年度） 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 出納 出納その他 資金貸付（令和3年度） 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成16年度) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成17年度) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成18年度) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成19年度) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成20年度) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成21年度) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成22年度) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2012年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 出納 出納その他 長期借入関係資料(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 試算表 合計残高試算表・月計試算表・月計試算表附属明細内訳書・月計試算表の添付書類(平成28事業年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 試算表 合計残高試算表・月計試算表・月計試算表附属明細内訳書・月計試算表の添付書類(平成29事業年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 試算表 合計残高試算表・月計試算表・月計試算表附属明細内訳書・月計試算表の添付書類(平成30事業年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 試算表 合計残高試算表・月計試算表・月計試算表附属明細内訳書・月計試算表の添付書類(令和元事業年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 試算表 合計残高試算表・月計試算表・月計試算表附属明細内訳書・月計試算表の添付書類(令和2事業年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 試算表 合計残高試算表・月計試算表・月計試算表附属明細内訳書・月計試算表の添付書類(令和3事業年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 消費税 消費税報告書及び確定申告書(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成3年度) 本部経理部出納課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成4年度) 本部経理部出納課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成5年度) 本部経理部出納課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成6年度) 本部経理部出納課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成7年度) 本部経理部出納課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成8年度) 本部経理部出納課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成9年度) 本部経理部出納課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成10年度) 本部経理部出納課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成11年度) 本部経理部出納課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成12年度) 本部経理部出納課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成13年度) 本部経理部出納課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成14年度) 本部経理部出納課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成15年度) 本部経理部出納課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成16年度) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成17年度) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成18年度) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成19年度) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成20年度) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成21年度) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成22年度) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2020年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成3年度)(その他) 本部経理部出納課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成4年度)(その他) 本部経理部出納課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成5年度)(その他) 本部経理部出納課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成6年度)(その他) 本部経理部出納課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成7年度)(その他) 本部経理部出納課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成8年度)(その他) 本部経理部出納課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成9年度)(その他) 本部経理部出納課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成10年度)(その他) 本部経理部出納課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成11年度)(その他) 本部経理部出納課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成12年度)(その他) 本部経理部出納課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成13年度)(その他) 本部経理部出納課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成14年度)(その他) 本部経理部出納課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成15年度)(その他) 本部経理部出納課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成16年度)(その他) 本部経理部出納課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成17年度)(その他) 本部経理部出納課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成18年度)(その他) 本部経理部出納課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成19年度)(その他) 本部経理部出納課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成20年度)(その他) 本部経理部出納課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成21年度)(その他) 本部経理部出納課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成22年度)(その他) 本部経理部出納課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成23年度)(その他) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成24年度)(その他) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成25年度)(その他) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成26年度)(その他) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成27年度)(その他) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成28年度)(その他) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成29年度)(その他) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(平成30年度)(その他) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(令和元年度)(その他) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(令和2年度)(その他) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表(令和3年度)(その他) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表作成資料(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表作成資料(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表作成資料(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表作成資料(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表作成資料(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 財務諸表 財務諸表作成資料(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 検査調書 会計検査院会計実地検査資料(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 検査調書 会計検査院会計実地検査資料(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 検査調書 会計検査院会計実地検査資料(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 検査調書 会計検査院会計実地検査資料(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 検査調書 会計検査院会計実地検査資料(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 検査調書 会計検査院会計実地検査資料(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 調査報告 調査報告(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 調査報告 調査報告(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 調査報告 調査報告(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 調査報告 調査報告(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 調査報告 調査報告(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2015年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 決算その他 財政法28条に関する調書(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 決算その他 会計監査法人往査資料(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 決算その他 会計監査法人往査資料(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 決算その他 会計監査法人往査資料(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 決算その他 会計監査法人往査資料(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 決算その他 会計監査法人往査資料(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 決算その他 会計監査法人往査資料(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 決算その他 原議書(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成23年度) 本部経理部出納課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成24年度) 本部経理部出納課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成25年度) 本部経理部出納課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成26年度) 本部経理部出納課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成27年度) 本部経理部出納課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成28年度) 本部経理部出納課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成29年度) 本部経理部出納課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(平成30年度) 本部経理部出納課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2019年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(令和元年度) 本部経理部出納課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(令和2年度) 本部経理部出納課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2021年度 本部経理部 決算 決算その他 年度計画関係資料(令和3年度) 本部経理部出納課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 任免簿 平成28年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 任免簿 平成29年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 任免簿 平成28年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 任免簿 平成29年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成3年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成4年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成5年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成6年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成7年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成8年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成9年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成10年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成11年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成12年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成13年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成14年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成15年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2004年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成16年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成17年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成18年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成19年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成20年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成21年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成22年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成23年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成24年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成25年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成26年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成27年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成28年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成29年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成3年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成4年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成5年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成6年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成7年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成8年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成9年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成10年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成11年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成12年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成13年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成14年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成15年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成16年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成17年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成3年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成4年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成5年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成6年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成7年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成8年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成9年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成10年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成11年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成12年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成13年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成14年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成15年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成16年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成17年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成18年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成19年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成20年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成21年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成22年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成23年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成24年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成25年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成26年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成27年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2016年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成28年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成29年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成28年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成29年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成28年度照合表等 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 決算 決算 平成29年度照合表等 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成28年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 債権管理 平成29年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成3年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成4年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成5年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成6年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成7年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成8年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成9年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成10年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成11年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成12年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成13年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成14年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成15年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成16年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成17年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成18年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成19年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成20年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成21年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成22年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成3年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成4年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成5年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成6年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成7年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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1996年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成8年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成9年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成10年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成11年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成12年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成13年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成14年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成15年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成16年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成17年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成18年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成19年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成20年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成21年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成22年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度補助簿 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度補助簿 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成23年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成24年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成25年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成26年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成27年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成28年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 出納 平成29年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 前渡資金 前渡資金現金出納簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 前渡資金 前渡資金銀行勘定帳1 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（燕労災病院） 出納 前渡資金 前渡資金銀行勘定帳2 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経理各課倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成30年度財務諸表 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度財務諸表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度財務諸表 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度財務諸表 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度勘定残高内訳書 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度減価償却計算書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度減価償却計算書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度減価償却計算書 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度収納額・支払額・出納額調 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度支払未済額内訳表 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度決算参考資料 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度決算参考資料 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成22年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成21年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成20年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成19年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成18年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成17年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度決算参考資料 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成16年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成15年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成14年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成13年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成12年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成11年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成10年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成9年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成8年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成7年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成6年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成5年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成4年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成3年度財務諸表の年度別比較表 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度収支決算報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度収支決算報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成30年度月計試算表他 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度月計試算表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度月計試算表 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度月計試算表付属内訳表 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度月計試算表付属内訳表 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成30年度消費税報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成29年度消費税報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成28年度消費税報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成27年度消費税報告書 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成26年度消費税報告書 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成25年度消費税報告書 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成24年度消費税報告書 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 決算 決算 平成23年度消費税報告書 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度勘定内訳書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度勘定内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度勘定内訳書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度残高証明書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度残高証明書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度総勘定元帳 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度総勘定元帳 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度総勘定元帳 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度総勘定元帳 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度総勘定元帳 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度総勘定元帳 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度総勘定元帳 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度総勘定元帳 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度預り金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度預り金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度職員預り金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度賃貸料補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度雑収入補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度雑収入補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度雑収入補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度雑収入補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度雑収入補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度雑収入補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度雑収入補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度事業未収金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度請求留保補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度請求留保補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度請求留保補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度請求留保補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度請求留保補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度請求留保補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度請求留保補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度仮受金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度仮受金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度仮受金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度仮受金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度仮受金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度仮受金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度仮受金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度買掛金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度買掛金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度買掛金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度買掛金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度買掛金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度買掛金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度買掛金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度未払金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度未払金補助簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度未払金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度未払金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度未払金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度未払金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度未払金補助簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度金銭出納簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度金銭出納簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度金銭出納簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成22年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成21年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成20年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成19年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成18年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成17年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成16年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成15年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成14年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成13年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成12年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成11年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成10年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成9年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成8年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成7年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成6年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成5年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成4年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成3年度金銭出納簿 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度銀行勘定帳 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度銀行勘定帳 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度銀行勘定帳 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成27年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成26年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成25年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成24年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成23年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成22年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成21年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成20年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成19年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成18年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成17年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成16年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成15年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成14年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成13年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成12年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成11年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成10年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成9年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成8年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成7年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成6年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成5年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1992年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成4年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1991年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成3年度銀行勘定帳 鹿島労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度現金預金残高内訳書･各種伝票(入金･出金･振替)　4月～9月 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度現金預金残高内訳書･各種伝票(入金･出金･振替)　10月～3月 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度現金預金残高内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度現金預金残高内訳書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度入金伝票 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度入金伝票 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度出金伝票 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度出金伝票 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度振替伝票 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度振替伝票 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度窓口取扱金報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度窓口取扱金報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度窓口取扱金報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度窓口取扱金送付簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度窓口取扱金送付簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度窓口取扱金送付簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度カード決済窓口取扱報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度カード決済窓口取扱い報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度カード決済窓口取扱い報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度カード決済未収金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度カード決済未収金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度カード決済未収金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度返還通知書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度返還通知書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度返還通知書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度収入決議書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度収入決議書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度収入決議書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度過誤増減内訳書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度過誤増減内訳書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度仮領収書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度仮領収書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度仮領収書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度仮受金雑収入振替 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度仮受金雑収入振替 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成27年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成26年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成25年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成24年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成22年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成20年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成19年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成18年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成17年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成16年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成14年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成10年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成8年度支払機関未収金整理簿 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度外来未収金発生報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度外来未収金発生報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度外来未収金発生報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度未収金整理カード 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度未収金整理カード 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度未収金整理カード 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2015年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成27年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成26年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成25年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2012年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成24年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2011年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成23年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2010年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成22年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2009年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成21年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2008年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成20年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2007年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成19年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2006年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成18年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2005年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成17年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2004年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成16年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2003年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成15年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2002年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成14年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2001年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成13年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2000年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成12年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1999年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成11年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1998年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成10年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1997年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成9年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1996年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成8年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1995年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成7年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1994年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成6年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

1993年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成5年度未収金整理カード 鹿島労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度入院未収状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度入院未収状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度入院未収状況報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度入院保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度入院保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度松葉杖保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄
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2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度松葉杖保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度入院保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度入院保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度入院保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度松葉杖保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度松葉杖保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度松葉杖保証金整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度入院保証金預かり証 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度入院保証金預かり証 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度入院保証金預かり証 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度松葉杖保証金預かり証 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度松葉杖保証金預かり証 鹿島労災病院会計課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度松葉杖保証金預かり証 鹿島労災病院会計課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度支払猶予願 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度支払猶予願 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度支払猶予願 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成30年度徴収不能損失処理綴 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成29年度徴収不能損失原議 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 債権管理 平成28年度徴収不能損失原議 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度代理会計機関任免簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度代理会計機関任免簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度代理会計機関任免簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度会計機関記録簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成29年度会計機関記録簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成28年度会計機関記録簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 任免簿 H30年度出納員任免簿 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 任免簿 H29年度出納員任免簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 任免簿 H28年度出納員任免簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2014年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 監査 平成26年度会計実地検査関連文書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 監査 平成29年度監査法人施設往査関連文書(あずさ監査法人) 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2013年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 監査 平成25年度監査法人施設往査関連文書(あずさ監査法人) 鹿島労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度診療費等請求書兼領収書（控）　4月～6月 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度診療費等請求書兼領収書（控）　7月～9月 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度診療費等請求書兼領収書（控）　10月～12月 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度診療費等請求書兼領収書（控）　1月～3月 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度補助簿（4月～9月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 出納 出納 平成30年度補助簿（10月～3月） 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部経理部出納課長 廃棄

2020年度 地域医療構想調整室 調整業務 道央 北海道中央労災病院あり方検討委員会（令和2年度） 地域医療構想調整室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 地域医療構想調整室書庫 地域医療構想調整課長 廃棄

2020年度 地域医療構想調整室 調整業務 東北 東北労災病院検討支援業務関係（令和2年度） 地域医療構想調整室長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 地域医療構想調整室書庫 地域医療構想調整課長 廃棄

2020年度 地域医療構想調整室 調整業務 その他 地域医療構想調整関係（原義） 地域医療構想調整室長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 地域医療構想調整室書庫 地域医療構想調整課長 廃棄

2004年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成16年度) 本部経営企画室経営企画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2005年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成17年度) 本部経営企画室経営企画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2006年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成18年度) 本部経営企画室経営企画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2007年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成19年度) 本部経営企画室経営企画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2008年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成20年度) 本部経営企画室経営企画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2009年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成21年度) 本部経営企画室経営企画課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2010年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成22年度) 本部経営企画室経営企画課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2011年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成23年度) 本部経営企画室経営企画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2012年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料(平成24年度) 本部経営企画室経営企画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2013年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成25年度） 本部経営企画室経営企画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2014年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成26年度） 本部経営企画室経営企画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2015年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成27年度） 本部経営企画室経営企画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2016年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成28年度） 本部経営企画室経営企画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2017年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成29年度） 本部経営企画室経営企画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄
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2018年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成30年度） 本部経営企画室経営企画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2019年度 本部経営企画室 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（平成31年度） 本部経営企画室経営企画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（令和2年度） 本部経営企画部経営企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画部経営企画課長 廃棄

2021年度 本部経営企画部 経営企画 諸会議 経営改善推進会議・経営改善ＰＴ関係資料（令和3年度） 本部経営企画部経営企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画部経営企画課長 廃棄

2011年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴(平成23年度分) 本部経営企画室経営企画課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2012年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴(平成24年度分) 本部経営企画室経営企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2013年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成25年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2014年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成26年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2015年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成27年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2016年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成28年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2017年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成29年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2018年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成30年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2019年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 原議書綴（平成31年度分） 本部経営企画室経営企画課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 経営企画 病院運営 原議書綴（令和2年度分） 本部経営企画部経営企画課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画部経営企画課長 廃棄

2021年度 本部経営企画部 経営企画 病院運営 原議書綴（令和3年度分） 本部経営企画部経営企画課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 経営企画課 本部経営企画部経営企画課長 廃棄

2017年度 本部経営企画室 経営企画 病院運営 労災病院の機能強化等に係る検討ＰＴ 本部経営企画室経営企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 経営企画課倉庫 本部経営企画室経営企画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事課の在り方に関する検討委員会 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事課の在り方に関する報告書 本部医療事業部業務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 病院運営 Ｍ・Ｓ・Ｗ業務実績表（平成28年度） 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 病院運営 Ｍ・Ｓ・Ｗ業務実績表（平成29年度） 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 病院運営 Ｍ・Ｓ・Ｗ業務実績表（平成30年度） 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 病院運営 Ｍ・Ｓ・Ｗ業務実績表（令和元年度） 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 業務 病院運営 Ｍ・Ｓ・Ｗ業務実績表（令和２年度） 本部経営企画部業務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2021年度 本部経営企画部 業務 病院運営 Ｍ・Ｓ・Ｗ業務実績表（令和３年度） 本部経営企画部業務課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 電子 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成15年度) 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成16年度～平成17年度) 本部医療事業部業務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成18年度～平成19年度) 本部医療事業部業務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成20年度) 本部医療事業部業務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成21年度) 本部医療事業部業務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成22年度～平成23年度) 本部医療事業部業務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 業務 病院運営 診療科増設関係綴・正式・院内標榜(平成24年度) 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 病院運営 ＡＩＤＳ関係綴 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 病院運営 ＡＩＤＳ関係綴 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 病院運営 ヤコブ関係書類 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 業務 病院運営 産業大・産医研分析結果委託研究 本部医療事業部業務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 病院運営 浜松労災病院結核患者関連綴 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 浜松労災病院結核関連綴 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 旭労災病院結核病床廃止について 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 病院運営 岡山労災病院食中毒Ｏ－157関係綴 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 業務 病院運営 筑豊労災病院関係綴 本部医療事業部業務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 病院運営 大牟田労災病院Ｃｏ関係綴 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 病院運営 大牟田労災病院荒尾回復指導所廃止関係綴 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 新医師臨床研修への取組状況及び研修医の給与に関する調査 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 業務 病院運営 歯科医師臨床研修 本部医療事業部業務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 業務 病院運営 歯科医師臨床研修施設指定申請・大阪労災病院 本部医療事業部業務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 歯科医師臨床研修指定病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 外国医師臨床修練 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定病院関係綴 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修病院指定関係 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・美唄労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・岩見沢労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・釧路労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・青森労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・岩手労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・秋田労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・東北労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・福島労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・珪肺労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・鹿島労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・千葉労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 卒後臨床研修プログラム・東京労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・関東労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修病院指定申請・横浜労災病院 本部医療事業部業務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・横浜労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・燕労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・新潟労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・富山労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・浜松労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・中部労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・旭労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・大阪労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・関西労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・神戸労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・和歌山労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・山陰労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・岡山労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・中国労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・山口労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・香川労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・愛媛労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・九州労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・門司労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・熊本労災病院 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修指定申請・吉備高原医療リハビリテーションセンター 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 臨床研修・産医大関係 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 病院運営 平成28年度認知症対応力向上研修 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成3年度) 本部医療事業部業務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成4年度) 本部医療事業部業務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成5年度) 本部医療事業部業務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成6年度) 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成7年度) 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成8年度) 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成9年度) 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成10年度) 本部医療事業部業務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成11年度) 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成12年度) 本部医療事業部業務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成13年度) 本部医療事業部業務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成14年度) 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成15年度) 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成16年度) 本部医療事業部業務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成17年度) 本部医療事業部業務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成18年度) 本部医療事業部業務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成19年度) 本部医療事業部業務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成20年度) 本部医療事業部業務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成21年度) 本部医療事業部業務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成22年度) 本部医療事業部業務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成23年度) 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事専門職原議書綴（平成23年度） 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2012年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成24年度) 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事専門職原議書綴（平成24年度） 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成25年度) 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事専門職原議書綴(平成25年度) 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成26年度) 本部医療事業部業務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原議書綴(平成27年度) 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴(平成28年度) 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴(平成29年度) 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴(平成30年度) 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴(令和元年度) 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 業務 病院運営 業務課原義書綴(令和２年度) 本部経営企画部業務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2021年度 本部経営企画部 業務 病院運営 業務課原義書綴(令和３年度) 本部経営企画部業務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 電子 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴（治験専用 平成24～28年度） 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴（治験専用　平成29年度） 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴（治験専用　平成30年度） 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 病院運営 業務課原義書綴（治験専用　令和元年度） 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 病院運営 原議書綴・調査班(平成8年度) 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 病院運営 原議書綴・調査班(平成14年度) 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 病院運営 原議書綴・調査班(平成15年度) 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事課職員研修（平成28年度） 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事課職員研修（平成29年度） 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 病院運営 医事課職員研修（令和元年度） 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 調査 病院運営 ＤＰＣデータ分析等に係る研修会（平成28年度） 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 調査 病院運営 ＤＰＣＳｔｒｉｋｅｒ研修会（平成29年度） 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 調査 病院運営 ＤＰＣＳｔｒｉｋｅｒ研修会（平成30年度） 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 調査 病院運営 ＤＰＣデータ分析研修会（令和元年度） 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 調査 病院運営 ＤＰＣデータ分析研修会（令和２年度） 本部経営企画部業務課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成23年度） 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成24年度） 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成25年度～平成26年度） 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成27年度） 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成28年度） 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成29年度） 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（平成30年度） 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（令和元年度） 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2021年度 本部医療事業部 業務 病院運営 地方厚生局による適時調査等（令和３年度） 本部医療事業部業務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 業務 病院運営 労災病院臨床試験実施要網 本部医療事業部業務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 業務 病院運営 労災病院臨床試験実施要網 本部医療事業部業務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 業務 病院運営 労災病院臨床試験実施要網 本部医療事業部業務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 病院運営 中医協総会報告 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 業務 業務指導 食中毒発生防止対策実施状況報告書 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 業務指導 医事業務指導報告書 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 業務指導 医事業務指導報告書 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 業務指導 医事業務指導報告書 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 健診センター 健診センター関係綴(平成6年度) 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 業務 健診センター 健診センター関係(平成11年度) 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 業務 健診センター 健診センター関係(平成12年度) 本部医療事業部業務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 業務 健診センター 健診センター関係(平成13年度) 本部医療事業部業務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟原議書綴 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟関連綴 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟関連綴 本部医療事業部業務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟関連綴 本部医療事業部業務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟納付金綴(平成9年度～26年度) 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟納付金綴(平成27年度以降) 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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1994年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟追加納付金綴(平成6年度以降) 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟追加納付金綴(平成14年度以降) 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟営繕工事関係綴 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟火災保険証券綴 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 借地料支払原議綴 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 借地料支払原議綴 本部医療事業部業務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 借地料覚 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 事務引継書・労災委託病棟 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟整備台帳 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟医療用等委託機器・納付金関係綴 本部医療事業部業務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟運営調査 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟決算書綴 本部医療事業部業務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟決算書綴 本部医療事業部業務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟決算報告書 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟決算報告書 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 委託病棟決算報告書 本部医療事業部業務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部経営企画部業務課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2021年度 本部経営企画部 業務 委託病棟 労災委託病棟事業概況月報 本部経営企画部業務課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 山梨厚生病院 本部医療事業部業務課長 1992年4月1日 35 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2022年3月31日 延長期間 5年

1997年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 山梨厚生病院 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 島根県立中央病院（平成5年度） 本部医療事業部業務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 島根県立中央病院（平成7年度） 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 鹿教湯三才病院（平成6年度） 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 鹿教湯三才病院（平成8年度） 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 沢渡病院 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 新田塚医療福祉センター福井総合病院 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 神戸みなと病院（平成7年度） 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 足利赤十字病院 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 新湊市民病院 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 南海病院 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 南海病院 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 足利赤十字・神戸みなと・新奏・鹿教湯・南海・契約解除関係綴 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 洞爺病院 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 徳山医師会病院 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 町立大淀病院 本部医療事業部業務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 町立大淀病院 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 西有田共立病院 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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1995年度 本部医療事業部 業務 委託病棟 西有田共立病院 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関係調査票(平成23年度) 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関係調査票(平成24年度) 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関係調査票(平成25年度) 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関係調査票(平成26年度) 本部医療事業部業務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関係調査票(平成27年度) 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関連調査票(平成28年度) 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関連調査票(平成29年度) 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関連調査票(平成30年度) 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関連調査票(令和元年度) 本部医療事業部業務課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2020年度 本部経営企画部 業務 業務その他 アスベスト関連調査票(令和２年度) 本部経営企画部業務課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2021年度 本部経営企画部 業務 業務その他 アスベスト関連調査票(令和３年度) 本部経営企画部業務課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部経営企画部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アスベスト関連疾患診断技術研修受託事業(平成23年度) 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 業務 業務その他 アマシャムメジフィジックス関係綴 本部医療事業部業務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 業務その他 事業団健保の取扱問題・減免内視 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 業務 業務その他 国家公務員災害補償法の外科後処置 本部医療事業部業務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 業務 業務その他 医療の質の評価・公表等推進事業 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 業務 業務その他 医療の質の評価・公表等推進事業 本部医療事業部業務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 業務 業務その他 公的病院団体勉強会（平成28年度～） 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 業務 指導その他 自賠責保険診療費算定基準 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 業務 指導その他 公災の外科後処置実施要領の一部改正 本部医療事業部業務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成3年度) 本部医療事業部業務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成4年度) 本部医療事業部業務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成5年度) 本部医療事業部業務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成6年度) 本部医療事業部業務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成7年度) 本部医療事業部業務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成8年度) 本部医療事業部業務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成9年度) 本部医療事業部業務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成10年度) 本部医療事業部業務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成11年度) 本部医療事業部業務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成12年度) 本部医療事業部業務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成13年度) 本部医療事業部業務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成14年度) 本部医療事業部業務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成15年度) 本部医療事業部業務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成16年度) 本部医療事業部業務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成17年度) 本部医療事業部業務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成18年度) 本部医療事業部業務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成19年度) 本部医療事業部業務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成20年度) 本部医療事業部業務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成21年度) 本部医療事業部業務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成22年度) 本部医療事業部業務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成23年度) 本部医療事業部業務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成24年度) 本部医療事業部業務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成25年度) 本部医療事業部業務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成26年度) 本部医療事業部業務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成27年度) 本部医療事業部業務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成28年度) 本部医療事業部業務課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成29年度) 本部医療事業部業務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 調査 統計調査 労災病院統計年報(平成30年度) 本部医療事業部業務課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 施設基準届出 施設基準届出書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 医事管理 平成28年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 医事管理 平成29年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 医事管理 平成28年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 医事管理 平成29年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 医事管理 平成28年度患者日報 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 医事管理 平成29年度患者日報 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 公費申請 平成28年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 公費申請 平成29年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 公費申請 平成28年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 公費申請 平成29年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 事業統計資料 平成28年度統計資料 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 事業統計資料 平成29年度統計資料 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 調査報告 平成28年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 調査報告 平成29年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院中央検査部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院中央検査部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度輸血療法委員会 燕労災病院中央検査部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度輸血療法委員会 燕労災病院中央検査部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 検査 平成２５年度病理検査室　特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 検査 平成２６年度病理検査室　特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 検査 平成２７年度病理検査室　特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 検査 平成２８年度病理検査室　特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 検査 平成２９年度病理検査室　特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 例規等 薬剤部作業の手順と申し合わせ事項 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 例規等 製剤目録 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 例規等 治験等標準業務手順書 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 例規等 治験等標準業務手順書 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 例規等 治験等標準業務手順書 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成28年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 会議等 平成29年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成14年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2003年4月1日 20 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成15年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2004年4月1日 20 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成16年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2005年4月1日 20 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成17年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2006年4月1日 20 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成18年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2007年4月1日 20 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成19年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2008年4月1日 20 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成20年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 20 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成21年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 20 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成22年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 20 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成23年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 20 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成24年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 20 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成25年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 20 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成26年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 20 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成25年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 20 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成26年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 20 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 診療録等 平成25年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 20 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 診療録等 平成26年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 20 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 診療録等 平成27年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2016年4月1日 20 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 診療録等 平成28年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 20 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 業務 診療録等 平成29年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 20 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成29年度請求留保額整理簿 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成28年度請求留保額整理簿 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成30年度不備返戻通知書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成29年度不備返戻通知書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成28年度不備返戻通知書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成30年度査定減額通知書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成29年度査定減額通知書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成28年度査定減額通知書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成30年度再審査請求額通知書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成29年度再審査請求額通知書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部経理部（鹿島労災病院） 業務 出納 平成28年度再審査請求額通知書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成30年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成29年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成28年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成27年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成26年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成25年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成24年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成23年度施設基準定時報告書 鹿島労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成30年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成29年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成28年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成27年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成26年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成25年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成24年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 平成23年度施設基準関係届出書 鹿島労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 施設基準届出 施設基準受理書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 救急告示病院に関する更新申出書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 平成28年度特定給食施設届出事項変更届 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 平成29年度鹿行南部地区病院群輪番制病院補助金 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 平成28年度鹿行南部地区病院群輪番制病院補助金 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 平成30年度鹿行南部地区夜間救急医療協力医療機関運営費補助金 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 平成29年度鹿行南部地区夜間救急医療協力医療機関運営費補助金 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 法承認申請 平成28年度鹿行南部地区夜間救急医療協力医療機関運営費補助金 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度室料差額減免伺 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度室料差額徴収同意書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度外出・外泊許可願 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度医事課職員等時間外勤務状況調(医療事業部) 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度認定意見書等受付整理簿 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度入院誓約書兼保証書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成29年度入院誓約書兼保証書 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成28年度入院誓約書兼保証書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度死亡診断書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成29年度死亡診断書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成28年度死亡診断書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度労災保険診療報酬請求書控え 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度労災保険診療報酬請求書控え 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度労災保険診療報酬請求書控え 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度公務災害診療報酬請求書控え 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度公務災害診療報酬請求書控え 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度公務災害診療報酬請求書控え 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度自賠責明細書控え 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度自賠責明細書控え 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度自賠責明細書控え 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度収入決議書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度収入決議書 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度収入決議書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度不備返戻額通知書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度不備返戻額通知書 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度不備返戻額通知書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度請求留保額整理簿 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度請求留保額整理簿 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度請求留保額整理簿 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度再審査等請求書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度再審査請求額通知書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度再審査請求額通知書 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度再審査請求額通知書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度査定減額通知書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度査定減額通知書 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度査定減額通知書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度過誤増減額内訳書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度過誤増減額内訳書 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度過誤増減額内訳書 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療録等 平成29年度診療録 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療録等 平成28年度診療録 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成30年度病院報告 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成29年度病院報告 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成28年度病院報告 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度請求留保及び不備返戻に係る件数及び金額調(医療事業部) 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成29年度請求留保及び不備返戻に係る件数及び金額調(医療事業部) 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成28年度請求留保及び不備返戻に係る件数及び金額調(医療事業部) 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度医事業務委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成29年度医事業務委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成28年度医事業務委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度診療情報管理・クリニカルパス委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成29年度診療情報管理・クリニカルパス委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成28年度診療情報管理・クリニカルパス委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度糖尿病療養支援チーム議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成29年度糖尿病療養支援チーム議事録 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成28年度糖尿病療養支援チーム議事録 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 医事課法人文書ファイル管理簿 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 事業統計資料 平成29年度統計資料 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 事業統計資料 平成28年度統計資料 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 事業統計資料 平成27年度統計資料 鹿島労災病院医事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 事業統計資料 平成26年度統計資料 鹿島労災病院医事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 事業統計資料 平成25年度統計資料 鹿島労災病院医事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度原議書綴り 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成29年度原議書綴り 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成28年度原議書綴り 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度収入決議番号台帳 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成29年度収入決議番号台帳 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成28年度収入決議番号台帳 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度不備返戻整理番号簿 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成29年度不備返戻整理番号簿 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成28年度不備返戻整理番号簿 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成29年度同意書（手術・麻酔・輸血・検査） 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度臨床検査委員会議事録 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 精度管理 平成30年度日本医師会臨床検査精度管理調査 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 精度管理 平成30年度日本臨床衛生検査技師会精度管理調査 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 精度管理 平成30年度茨城県臨床検査技師会精度管理調査 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 精度管理 平成30年度全国労災病院臨床検査技師会精度管理 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成30年度毒物・劇物使用管理台帳 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成29年度毒物・劇物使用管理台帳 鹿島労災病院検査科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成28年度毒物・劇物使用管理台帳 鹿島労災病院検査科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成29年度医療事業統計 鹿島労災病院検査科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成28年度医療事業統計 鹿島労災病院検査科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成30年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成29年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成28年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成27年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成26年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成25年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成24年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成23年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成22年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成21年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成20年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成19年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成18年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成17年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成16年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成15年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成14年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成13年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成12年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成11年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成10年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成9年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成8年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

90/161p



大分類 中分類 小分類 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

保存期間
（単位：年）

文書分類
作成・取得

年度等
名称 作成・取得者 起算日

1995年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成7年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成6年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成5年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成4年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成3年度血液製剤使用患者台帳 鹿島労災病院検査科部長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成29年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成28年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成27年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成26年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成25年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成24年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成23年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成22年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成21年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成20年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成19年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成18年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成17年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成16年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成15年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成14年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成13年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成12年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成11年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成10年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成9年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成8年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成7年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成6年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成5年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成4年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成3年度病理組織標本 鹿島労災病院検査科部長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成29年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成28年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成27年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成26年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成25年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成24年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成23年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成22年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成21年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成20年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成19年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成18年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成17年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成16年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成15年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成14年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成13年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成12年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成11年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成10年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成9年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成8年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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1995年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成7年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成6年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成5年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成4年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 検査 平成3年度細胞診標本 鹿島労災病院検査科部長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 文書管理 放射線科法人文書ファイル管理簿 鹿島労災病院放射線科部長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 服薬指導 病棟薬剤業務日誌 鹿島労災病院薬剤部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 服薬指導 病棟薬剤業務日誌 鹿島労災病院薬剤部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 服薬指導 服薬指導ファイル 鹿島労災病院薬剤部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 服薬指導 服薬指導ファイル 鹿島労災病院薬剤部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度入院処方箋 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度外来処方箋 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度注射処方箋 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30度麻薬処方箋 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度麻薬受払日誌 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度麻薬譲渡証 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度麻薬出納原簿 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成29年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成28年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成27年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成26年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成25年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成24年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成23年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成22年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成21年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成20年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成19年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成18年度血液製剤管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度向精神薬受払日誌 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 薬剤管理 平成30年度毒薬管理簿 鹿島労災病院薬剤部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 リハ 業務手順書 鹿島労災病院中央リハ部長 2015年10月1日 10 2025年9月30日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 リハ 治療記録マニュアル 鹿島労災病院中央リハ部長 2015年10月1日 10 2025年9月30日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 リハ リスク管理手順書 鹿島労災病院中央リハ部長 2015年10月1日 10 2025年9月30日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 リハ 緊急時対応マニュアル 鹿島労災病院中央リハ部長 2015年10月1日 10 2025年9月30日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 リハ 設備機器管理手順書 鹿島労災病院中央リハ部長 2015年10月1日 10 2025年9月30日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 例規等 平成28年度約束食事箋 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 例規等 危機管理マニュアル 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 例規等 食中毒発生時対応マニュアル 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 例規等 衛生管理マニュアル 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 例規等 栄養管理委員会規定 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 例規等 平成28年度給食業務委託仕様書 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 文書管理 栄養管理室法人文書ファイル管理簿 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 日誌 平成30年度栄養管理日誌 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 日誌 平成29年度栄養管理日誌 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成30年度実施食数表 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成29年度実施食数表 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成30年度給食施設栄養給与状況報告書 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成29年度給食施設栄養給与状況報告書 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成30年度給食実施状況報告書(食数月報) 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成29年度給食実施状況報告書(食数月報) 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成30年度食糧構成表 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成30年度常食患者年齢加重平均栄養所要量表 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄
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2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成30年度一般食献立表 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養管理 平成29年度栄養士協議会通知・依頼文書 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 栄養指導 平成30年度栄養指導件数集計表 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 文書管理 平成29年度本部通知・依頼文書 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 衛生 平成30年度給食衛生日常検査表 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 4 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 衛生 平成29年度給食衛生日常検査表 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 4 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度栄養管理委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 6 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成29年度栄養管理委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 6 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成28年度栄養管理委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 6 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成27年度栄養管理委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2016年4月1日 6 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度NST委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成29年度NST委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成28年度NST委員会議事録 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成29年度全国労災病院栄養士協議会資料 鹿島労災病院栄養管理室長 2018年4月1日 6 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成28年度全国労災病院栄養士協議会資料 鹿島労災病院栄養管理室長 2017年4月1日 6 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成27年度全国労災病院栄養士協議会資料 鹿島労災病院栄養管理室長 2016年4月1日 6 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度行政への協力状況（労災認定検査）（医療事業部） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度意見書綴り（労働局他） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度意見書綴り（自賠・保険会社等） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度在宅関係指示書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度特定保健指導（東振協） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度重症室箋 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 平成30年度特殊健康診断綴り 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 勤労者医療活動（インボディ） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 日誌 平成30年度ＭＳＷ業務日誌 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 日誌 平成30年度業務日誌（ニチイ学館） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度不備返戻（レセプト綴り） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 指示箋 ＣＴ・ＭＲＩ共同利用関係書類 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度褥瘡対策委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成30年度　病病・病診連携実態調査 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度救急対策委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 会議等 平成30年度化学療法委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度人間ドック契約資料等綴り（企業） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度DPC関係綴り 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 警察署請求 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 難病指定医関係 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 オンライン請求システム 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度診療記録等開示申請書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 調査報告 平成30年度病床機能報告 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度医師事務作業補助者作業実績調 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 地域医療連携推進協議会 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 ＥＶＥ操作説明　メディカルデータビジョン 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 茨城県地域がん登録届出票 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 茨城県地域両立支援推進チーム会議 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 院内感染対策サーベイランス 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 診療報酬請求 平成30年度患者サポート業務日誌 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度支払額通知書（国保・基金） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 平成30年度支払額通知書（労災・アフター） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 業務 医事管理 診療内規 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部業務課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 管理 業務調査 科学技術庁による放射性同位元素・血液照射装置調査(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 管理 施設基準 押印依頼(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 管理 施設基準 押印依頼(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 管理 施設基準 押印依頼(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

93/161p



大分類 中分類 小分類 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

保存期間
（単位：年）

文書分類
作成・取得

年度等
名称 作成・取得者 起算日

2019年度 本部医療事業部 管理 施設基準 押印依頼（令和元年度） 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 施設基準 押印依頼（令和２年度） 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画課医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 施設基準 押印依頼（令和３年度） 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画課医療企画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 管理 企画調整 医師確保関係原議書綴(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 管理 企画調整 医師確保関係原議書綴(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 管理 企画調整 医師確保関係原議書綴(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 管理 企画調整 医師確保関係原議書綴(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 管理 企画調整 各種医師確保制度に係る利用医師別原議書綴(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 管理 企画調整 後期臨床研修関係原議書綴(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 管理 企画調整 後期臨床研修関係原議書綴(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の在り方関連綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の在り方関連綴(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の在り方関連綴(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の在り方関連綴(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の在り方関連綴(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の在り方関連綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の体系化関連綴(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の体系化関連綴(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 管理 企画調整 労災病院の体系化関連綴(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 管理 企画調整 行政改革関連綴(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 管理 企画調整 独法化関連綴(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 管理 企画調整 独法化関連綴(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 管理 企画調整 独法化関連綴(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 管理 企画調整 行政改革関連綴(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 管理 会議等 会計実地検査綴(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 管理 会議等 会計実地検査綴(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 管理 会議等 会計実地検査綴(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 管理 会議等 会計実地検査綴(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画課 計画 会議等 会計実地検査綴(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画課 計画 会議等 会計実地検査綴(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 管理者変更届(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 管理者変更届(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 管理者変更届(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 管理者変更届(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 開設者の住所変更に伴う申請①（押印依頼）(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 開設者の住所変更に伴う申請②（押印依頼）(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 診療用放射性同位元素等の翌年使用予定通知(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 診療用放射性同位元素等の翌年使用予定通知(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 診療用放射性同位元素等の翌年使用予定通知(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 診療用放射性同位元素等の翌年使用予定通知(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 (申請承認通知 診療用放射性同位元素等の翌年使用予定通知(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 (申請承認通知 診療用放射性同位元素等の翌年使用予定通知(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2006年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 覚せい剤施用機関関係綴(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 生活保護法指定医療機関関係綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 養育医療機関指定申請(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 更生医療関係綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 更生医療関係綴(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 更生医療関係綴(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 更生医療関係綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 労災リハビリテーション指定施設申請関係綴(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 労災リハビリテーション指定施設申請関係綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 結核予防法指定医療機関関係綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 特定病床の実態調査(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 巡回診療実施届(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 (申請承認通知 巡回診療実施届(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 (申請承認通知 巡回診療実施届(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・美唄(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道央せき損(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道せき損(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・道せき損(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩見沢(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・北海道中央(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・釧路(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・青森(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岩手(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東北(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・秋田(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・福島(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・鹿島(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・珪肺(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・千葉(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・東京(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関東(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・横浜(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・燕(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・新潟(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・富山(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・浜松(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中部(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・旭(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大阪(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・関西(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・神戸(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・和歌山(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山陰(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・岡山(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・中国(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・山口(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄
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1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・香川(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・愛媛(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・九州(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・門司(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・筑豊(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・長崎(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・熊本(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・医療リハビリテーション(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・大牟田(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・霧島温泉(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 医療法等(申請承認通知 開設の承認使用の承認申請等綴・せき損センター(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・勤労者リフレッシュ健康管理センタ(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・勤労者リフレッシュ健康管理センタ(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・神戸労災病院付属西神健診センター(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・珪肺労災病院付属職業病健診センタ(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴り・珪肺労災病院付属職業病健診センタ(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・荒尾回復指導所付属診療所(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・北海道・宮城(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・北海道・宮城(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・愛知・広島・福岡(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・愛知・広島・福岡(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・千葉・福井・長野(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・海外勤務健康管理センター(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・海外勤務健康管理センター(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・海外勤務健康管理センター(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設の通知綴・海外勤務健康管理センター(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 改正医療法に係る調査関係綴(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 改正医療法に係る調査関係綴(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 改正医療法に係る病床区分の届出(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線管理状況報告書(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線管理状況報告書(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線管理状況報告書(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線管理状況報告書(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等 放射線管理状況報告書(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等 放射線管理状況報告書(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・美唄(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・道央せき損(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・道央せき損(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岩見沢(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岩見沢(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・道央(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・道央(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・釧路(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・青森(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東北(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・福島(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・鹿島(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・千葉(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・東京(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関東(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・横浜(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・燕(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・新潟(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・新潟(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・新潟(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・新潟(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・新潟(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・新潟(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成21年度) 本部医療事業部事業計画課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・富山(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・浜松(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中部(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・大阪(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・関西(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・神戸(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・和歌山(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・岡山(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・中国(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・山口(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・香川(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・愛媛(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・九州(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・熊本(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出・医療リハビリテーション(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等(申請承認通知 許可使用等関する届出(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 独立行政法人への移行に伴う障害防止法諸手続について(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 開設者の変更に伴う放射線障害予防規定変更届綴(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等(申請承認通知 国際規制物資管理報告書綴・計量管理規定含む(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 定期検査綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 定期検査綴(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 定期検査綴(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 定期検査綴(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 定期検査綴(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 珪肺労災放射性同位元素関係及び一斉点検関連資料綴(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 障害防止法令改正に伴う放射線障害予防規定変更届綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 障害防止法令改正に伴う放射線障害予防規定変更届綴(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 障害防止法令改正に伴う放射線障害予防規定変更届綴(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2003年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 放射線障害防止法等 放射線施設の定期検査･定期確認に関する希望時期調査について(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成3年度) 本部医療事業部事業計画課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成4年度) 本部医療事業部事業計画課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成5年度) 本部医療事業部事業計画課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成6年度) 本部医療事業部事業計画課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成7年度) 本部医療事業部事業計画課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成8年度) 本部医療事業部事業計画課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成9年度) 本部医療事業部事業計画課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成10年度) 本部医療事業部事業計画課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成11年度) 本部医療事業部事業計画課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成12年度) 本部医療事業部事業計画課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成13年度) 本部医療事業部事業計画課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成14年度) 本部医療事業部事業計画課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成15年度) 本部医療事業部事業計画課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成16年度) 本部医療事業部事業計画課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成17年度) 本部医療事業部事業計画課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成18年度) 本部医療事業部事業計画課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成19年度) 本部医療事業部事業計画課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成20年度) 本部医療事業部事業計画課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成23年度) 本部医療事業部事業計画課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成24年度) 本部医療事業部事業計画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成25年度) 本部医療事業部事業計画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成26年度) 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成27年度) 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成28年度) 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成29年度) 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(平成30年度) 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 原議文書 原議書綴(令和元年度) 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 原議文書 原議書綴(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 原議文書 原議書綴(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 原議文書 法人統合に伴う法令関係書類① 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 原議文書 法人統合に伴う法令関係書類② 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 原議文書 法人統合に伴う名称変更①（押印依頼） 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 原議文書 法人統合に伴う名称変更②（押印依頼） 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 企画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（平成26年度） 本部医療事業部事業計画課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 企画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（平成27年度） 本部医療事業部事業計画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 企画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（平成28年度） 本部医療事業部事業計画課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 企画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（平成29年度） 本部医療事業部事業計画課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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2018年度 本部医療事業部 企画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（平成30年度） 本部医療事業部事業計画課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 企画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（令和元年度） 本部医療事業部事業計画課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 計画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（令和２年度） 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 計画 原議文書 診療科増設関係綴　正式標榜・院内標榜（令和３年度） 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線障害防止法承認申請 放射線障害予防規程 燕労災病院放射線科技師長 2006年3月27日 永年 - 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線障害防止法承認申請 放射線取扱主任者の選任・届出書 燕労災病院放射線科技師長 2009年1月5日 永年 - 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 医療法承認申請 医療法承認申請書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 保険医登録 平成28年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 保険医登録 平成29年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療事業各課倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 会議等 平成30年度患者サービス向上委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 会議等 平成29年度患者サービス向上委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 会議等 平成28年度患者サービス向上委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 生活保護法に基づく指定の更新 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 難病指定医 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 保険医療機関の指定の更新 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成30年度覚せい剤施用期間の使用数量等報告書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度覚せい剤施用機関の施用数量等報告書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成28年度覚せい剤施用機関の施用数量等報告書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成30年度国の開設する覚せい剤施用期間指定書返納届 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度国の開設する覚せい剤施用機関指定書返納届 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 保険医療機関の指定更新 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成30年度保険医療機関届出事項変更（異動）届 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度保険医療機関届出事項変更（異動）届 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成28年度保険医療機関届出事項変更（異動）届 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度身体障害者福祉法 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成30年度神栖市医師確保事業補助金 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度神栖市医師確保事業補助金 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成28年度神栖市医師確保事業補助金 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成30年度電波法関係 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度電波法関係 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 法承認申請 平成29年度放射線施設等の定期検査関係 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成30年度医療法承認申請書 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成29年度医療法承認申請書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成28年度医療法承認申請書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成27年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成26年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成23年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成22年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成21年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成20年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成19年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成18年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成17年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成16年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成15年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成14年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成13年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成12年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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1999年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成11年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成9年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成8年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成7年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成6年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成5年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成4年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成3年度医療法承認申請書 鹿島労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 照射録等 平成29年度照射録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 照射録等 平成28年度照射録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度漏洩線量測定報告書 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度漏洩線量測定記録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度漏洩線量測定記録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度アイソトープ使用台帳 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度アイソトープ使用台帳 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度線量率測定記録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度線量率測定記録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度汚染状況測定記録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度汚染状況測定記録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度排気濃度・排水管理記録 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度排気・排水記録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度排気・排水記録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度リニアック使用日報 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度リニアック使用日報 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年教育、訓練記録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年教育、訓練記録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度業務統計記録 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度業務統計記録 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成29年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2018年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成28年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2017年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成27年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2016年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成26年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2015年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成25年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2014年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成24年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2013年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成23年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2012年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成22年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2011年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成21年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2010年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成20年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2009年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成19年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2008年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成18年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2007年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成17年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2006年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成16年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2005年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成15年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2004年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成14年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2003年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成13年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2002年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成12年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2001年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成11年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 2000年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成10年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1999年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成9年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1998年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成８年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1997年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成7年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1996年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成6年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1995年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成5年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1994年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成4年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1993年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄
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1991年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成3年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1992年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1990年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成2年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1991年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1989年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成1年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1990年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1988年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和63年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1989年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1987年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和62年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1988年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1986年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和61年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1987年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1985年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和60年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1986年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1984年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和59年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1985年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1983年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和58年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1984年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1982年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和57年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1983年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

1981年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 昭和56年度外部被ばく線量算定記録証明書 鹿島労災病院放射線科部長 1982年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度一時的管理区域設定記録手術室 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度放射性医薬品使用記録簿 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度線量測定記録台帳 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度線量測定記録台帳 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度空気中放射性物質濃度測定記録 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医事管理 フィブリノゲン関係 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 神栖町健康診査業務（ヒ素） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 東日本大震災の被災者に係る受入状況調（医療事業部） 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 茨城県原子爆弾被爆者健康診断 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 ＪＣＯ関連検診 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 東海村「ＪＣＯ」に関する資料 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 石綿健康リスク調査関係 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 調査報告 （環境省）中皮腫診断検査調査業務 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医事管理 （医事課）病院の移譲に係る諸手続き 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成30年度放射線資料装置廃止に伴う届出 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 医療法承認申請 平成30年度病院廃止に伴う届出等 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 会議等 平成30年度中央放射線部運営会議事録 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度外部被ばく線量測定報告書 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 永年 - 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度作業報告書・保守点検報告書 鹿島労災病院中央放射線部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 企画 放射線管理 平成30年度管理区域一時立ち入り者記録 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部事業計画課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書・指針 労災病院整備指針（平成20年度・平成26年度）、労災病院医療機器整備指針（平成24年度） 本部医療企画部医療企画課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成24年度) 本部医療企画部医療企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成25年度) 本部医療企画部医療企画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成26年度) 本部医療企画部医療企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成27年度) 本部医療企画部医療企画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成29年度) 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(平成30年度) 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(令和元年度) 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙及び電子 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 原議文書 原議書綴(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 医療企画 機器等整備 機器等整備計画綴（平成29年度） 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 医療企画 機器等整備 機器等整備計画綴（平成30年度） 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 医療企画 機器等整備 機器等整備計画綴（令和元年度） 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 機器等整備 機器等整備計画綴（令和２年度） 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 機器等整備 機器等整備計画綴（令和３年度） 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 医療企画 寄附 医学上の学術研究を目的とする寄附の受入れ確認報告書（平成29年度） 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 医療企画 寄附 医学上の学術研究を目的とする寄附の受入れ確認報告書（平成30年度） 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 医療企画 寄附 医学上の学術研究を目的とする寄附の受入れ確認報告書（令和元年度） 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 寄附 医学上の学術研究を目的とする寄附の受入れ確認報告書（令和２年度） 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 寄附 医学上の学術研究を目的とする寄附の受入れ確認報告書（令和３年度） 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部経営企画室 経営企画 共同購入 共同購入(平成28年度分) 本部経営企画室経営企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部経営企画室 経営企画 共同購入 共同購入(平成29年度分) 本部経営企画室経営企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄
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2018年度 本部経営企画室 経営企画 共同購入 共同購入(平成30年度分) 本部経営企画室経営企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 医療企画 共同購入 共同購入(令和元年度分) 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 共同購入 共同購入(令和２年度分) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 共同購入 共同購入(令和３年度分) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 施設整備費補助金工事決定報告及び完了報告(支払資金要求)(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 施設整備費補助金工事決定報告及び完了報告(支払資金要求)(平成29年度) 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2018年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 施設整備費補助金工事決定報告及び完了報告(支払資金要求)(平成30年度) 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 医療企画 営繕工事実施 施設整備費補助金工事決定報告及び完了報告(支払資金要求)(平成31年度) 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 営繕工事実施 施設整備費補助金工事決定報告及び完了報告(支払資金要求)(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 営繕工事実施 施設整備費補助金工事決定報告及び完了報告(支払資金要求)(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 技術審査会(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 技術審査会(平成29年度) 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2018年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 技術審査会(平成30年度) 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 技術審査会(令和元年度) 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 技術審査会(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部営繕部 計画 営繕工事実施 設計事務所等選定委員会(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部営繕部 計画 営繕工事計画 施設建設計画書(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部営繕部 計画 営繕工事計画 施設建設計画書(平成29年度) 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2018年度 本部営繕部 計画 営繕工事計画 施設建設計画書(平成30年度) 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部営繕部 計画 営繕工事計画 施設建設計画書(平成31年度) 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 営繕工事計画 施設建設計画書(令和２年度) 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 営繕工事計画 施設建設計画書(令和３年度) 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療企画 営繕計画 平成29年度施設建設計画書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療企画 営繕計画 平成28年度施設建設計画書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療企画 営繕計画 平成29年度本部通知・依頼・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療企画 営繕計画 平成28年度本部通知・依頼・連絡文書 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療企画 会議等 平成28年度機器整備委員会議事録、配付資料 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 医療企画 投資効果の検証 投資効果の検証（令和元年度） 本部医療企画部医療企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療企画 投資効果の検証 投資効果の検証（令和２年度） 本部医療企画部医療企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療企画 投資効果の検証 投資効果の検証（令和３年度） 本部医療企画部医療企画課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画部各課倉庫 本部医療企画部医療企画課長 廃棄

2007年度 本部営繕部 建築 建築工事 浜松労災病院増改築工事に伴う埋蔵文化財発掘業務(平成19年度) 本部営繕部建築課長 2008年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2008年度 本部営繕部 建築 建築工事 浜松労災病院増改築工事に伴う埋蔵文化財発掘業務(平成20年度) 本部営繕部建築課長 2009年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 浜松労災病院増改築工事に伴う埋蔵文化財発掘業務(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2010年度 本部営繕部 建築 建築工事 浜松労災病院増改築工事に伴う埋蔵文化財発掘業務(平成22年度) 本部営繕部建築課長 2011年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 千葉労災看護専門学校敷地測量業務一式(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 熊本労災看護専門学校敷地測量業務一式(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 熊本労災病院敷地測量業務一式(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 総合せき損ｾﾝﾀｰ敷地調査業務一式(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2010年度 本部営繕部 建築 建築工事 総合せき損ｾﾝﾀｰ地盤調査業務(平成22年度) 本部営繕部建築課長 2011年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 建築工事 福島労災病院敷地調査業務一式(平成24～25年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 事務研修棟（仮称）設計業務（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 事務管理棟整備工事（平成26～年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成26年度事務管理棟整備工事監理業務（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成27年度事務管理棟整備工事監理業務（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 大阪労災看護専門学校基本計画・設計業務（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 大阪労災看護専門学校敷地調査業務一式（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 大阪労災看護専門学校整備工事（平成26～28年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成27年度大阪労災看護専門学校整備工事監理業務（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成28年度大阪労災看護専門学校整備工事監理業務（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 関東労災病院職員宿舎新Ａ棟整備工事（平成26～28年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 建築工事 関東労災病院職員宿舎新Ａ棟整備工事監理業務（平成26～28年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 岡山労災病院敷地調査業務一式(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 岡山労災看護専門学校敷地調査業務一式（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 岡山労災看護専門学校設計業務（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄
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2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 岡山労災看護専門学校建築工事（平成27～２９年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 電気設備工事 岡山労災看護専門学校電気設備工事（平成27～２９年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 機械設備工事 岡山労災看護専門学校機械設備工事（平成27～２９年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成28年度岡山労災看護専門学校整備工事監理業務 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 アスベスト関連疾患の研究・研修施設（仮称）設計業務（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 アスベスト関連疾患の研究・研修施設（仮称）その他整備工事（平成29年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 アスベスト関連疾患の研究・研修施設（仮称）その他整備工事監理業務（平成29年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2011年度 本部営繕部 建築 建築工事 富山労災病院基本計画・設計業務（平成23～26年度） 本部営繕部建築課長 2012年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 建築工事 富山労災病院敷地調査業務一式(平成24年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 建築 建築工事 富山労災病院新棟監理業務（平成25～年度） 本部医療企画部技術課長 2014年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 建築 建築工事 富山労災病院新棟その他整備工事（平成25～年度） 本部医療企画部技術課長 2014年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 富山労災病院解体・外構整備工事（平成28～29年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 富山労災病院解体・外構整備工事監理業務（平成28～29年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 建築 建築工事 富山労災病院改修設計業務（平成29年度） 本部医療企画部建築課長 2018年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 富山労災病院改修設計修正業務（平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 釧路労災看護専門学校敷地調査業務一式（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 釧路労災看護専門学校設計業務（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 釧路労災看護専門学校整備工事（平成28～30年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成28年度釧路労災看護専門学校整備工事監理業務（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成29年度釧路労災看護専門学校整備工事監理業務（平成29年度） 本部医療企画部建築課長 2018年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2011年度 本部営繕部 建築 建築工事 旭労災病院基本計画・設計業務（平成23～27年度） 本部営繕部建築課長 2012年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旭労災病院敷地調査業務一式(平成24年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旭労災病院敷地調査業務一式(平成25年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旭労災病院構内整備工事（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旭労災病院構内整備工事監理業務（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旭労災病院新棟整備工事（平成29年～令和2年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旭労災病院新棟整備工事監理業務（平成29年～令和2年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2007年度 本部営繕部 建築 建築工事 山陰労災病院基本計画・建築設計業務(平成19～30年度) 本部営繕部建築課長 2008年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 建築工事 山陰労災病院敷地調査業務一式(平成24年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 建築 建築工事 山陰労災病院ｻｰﾊﾞｰ室整備工事(平成25年度) 本部医療企画部技術課長 2014年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 建築 建築工事 山陰労災病院第2放射線棟その他整備工事(平成25～26年度) 本部医療企画部技術課長 2014年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 建築 建築工事 山陰労災病院第2放射線棟その他整備工事監理等業務(平成25～26年度) 本部医療企画部技術課長 2014年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 建築 建築工事 山陰労災病院改修その他工事（平成29～30年度） 本部医療企画部建築課長 2018年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 建築 建築工事 山陰労災病院改修その他工事監理業務（平成29～30年度） 本部医療企画部建築課長 2018年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 山陰労災病院新棟その他整備工事（平成30～令和6年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 山陰労災病院新棟その他整備工事監理業務（平成30～令和7年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 建築工事 大阪労災病院設計業務（平成27～令和元年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 大阪労災病院敷地調査業務一式（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 大阪労災病院構内整備工事（平成30～令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 大阪労災病院構内整備工事監理業務（平成30～令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 大阪労災病院新棟建築工事（令和元年～令和6年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 大阪労災病院新棟電気設備工事（令和元年～令和4年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 大阪労災病院新棟機械設備工事（令和元年～令和4年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 大阪労災病院新棟工事監理業務（令和元年～令和6年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 建築 建築工事 大阪労災病院道路境界確定業務（令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2022年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2009年度 本部営繕部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂敷地調査業務一式(平成21年度) 本部営繕部建築課長 2010年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂空調設備更新その他改修設計業務(平成24年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 建築 機械設備工事 高尾みころも霊堂屋内消火栓設備更新調査業務(平成24年度) 本部医療企画部技術課長 2013年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 機械設備工事 高尾みころも霊堂消火・防火設備等改修その他工事監理業務（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 機械設備工事 高尾みころも霊堂屋内消火栓設備等改修設計業務（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 建築 機械設備工事 高尾みころも霊堂防火設備等改修その1工事（平成26年度） 本部医療企画部技術課長 2015年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂耐震診断業務（平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂改修設計業務（令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂改修その２設計業務（令和2年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄
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2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂外構その他改修工事（令和2年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂外構その他改修工事監理業務（令和2年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂内外装その他改修工事（令和2年度～令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 高尾みころも霊堂内外装その他改修工事監理業務（令和2年度～令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 旧労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ愛知作業所アスベスト分析調査業務（平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 旧労災リハビリテーション愛知作業所敷地調査業務一式（令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 永年 - 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旧労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ愛知作業所構内整備設計業務（令和2年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 鹿島労災病院調査業務一式（令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旧鹿島労災病院構内整備設計業務（令和2年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旧鹿島労災病院構内整備工事（令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2022年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 建築 建築工事 旧鹿島労災病院構内整備工事監理業務（令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2022年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 建築 建築工事 総合研修センターＡ館改修工事設計業務（令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2022年4月1日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成28年度営繕積算ｼｽﾃﾑ単価作成業務(平成28年度) 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 建築 建築工事 平成29年度営繕積算ｼｽﾃﾑ単価作成業務(平成29年度) 本部医療企画部建築課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 平成30年度営繕積算ｼｽﾃﾑ単価作成業務(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 建築工事 平成31年度営繕積算ｼｽﾃﾑ単価作成業務(平成３１年度) 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部設備課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 建築工事 令和2年度営繕積算ｼｽﾃﾑ単価作成業務(令和2年度) 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 建築 建築工事 令和3年度営繕積算ｼｽﾃﾑ単価作成業務(令和3年度) 本部医療企画部建築課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 建築 原議文書 原議書綴（平成27年度） 本部医療企画部技術課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 建築 原議文書 原議書綴（平成28年度） 本部医療企画部技術課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 建築 原議文書 原議書綴（平成29年度） 本部医療企画部建築課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 原議文書 原議書綴（平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 建築 原議文書 原議書綴（平成31年度） 本部医療企画・賃金援護部建築課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 建築 原議文書 原議書綴（令和2年度） 本部医療企画部建築課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 建築 原議文書 原議書綴（令和3年度） 本部医療企画部建築課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 本部医療企画部書架等 本部医療企画部建築課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 情報委員会関係綴 本部医療企画部情報企画課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 情報委員会関係綴 本部医療企画部情報企画課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 情報委員会関係綴 本部医療企画部情報企画課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 情報委員会関係綴 本部医療企画部情報企画課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 基幹業務システム更新及び市場化テスト対応に係るコンサルタント打合せ資料 本部医療企画部情報企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2011年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成23年度) 本部医療企画部情報企画課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成24年度) 本部医療企画部情報企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成25年度) 本部医療企画部情報企画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成26年度) 本部医療企画部情報企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成27年度) 本部医療企画部情報企画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成28年度) 本部医療企画部情報企画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成29年度) 本部医療企画部情報企画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成30年度) 本部医療企画部情報企画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(平成31年度) 本部医療企画部情報企画課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 原議書(令和２年度) 本部医療企画部情報企画課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム グループウェア更新 本部医療企画部情報企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 基幹業務システム更新 本部医療企画部情報企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2019年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 総合分析調査 情報システム 契約書関係 本部医療企画部情報企画課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 医療企画各課書庫 本部医療企画部情報企画課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 横浜看学設置関係 本部医療事業部看護課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 リハビリテーション大・青森・関東閉校関係 本部医療事業部看護課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 美唄・和歌山閉校関係 本部医療事業部看護課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄
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2006年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成18年度) 本部医療事業部看護課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成19年度) 本部医療事業部看護課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成20年度) 本部医療事業部看護課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成21年度) 本部医療事業部看護課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成22年度) 本部医療事業部看護課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成23年度) 本部医療事業部看護課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成24年度) 本部医療事業部看護課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成25年度) 本部医療事業部看護課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成26年度) 本部医療事業部看護課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成27年度) 本部医療事業部看護課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成28年度) 本部医療事業部看護課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成29年度) 本部医療事業部看護課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設の設置及び運営 原議書(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 入学試験(平成28年度) 本部医療事業部看護課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 入学試験(平成29年度) 本部医療事業部看護課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 入学試験(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設の設置及び運営 入学試験（令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設の設置及び運営 入学試験（令和２年度） 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設の設置及び運営 入学試験（令和３年度） 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 看護 養成施設の諸手続 平成15年度独法移行に伴う認可申請 本部医療事業部看護課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 機器等整備関係(平成28年度) 本部医療事業部看護課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 機器等整備関係(平成29年度) 本部医療事業部看護課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 機器等整備関係(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 機器等整備関係(令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設の整備 機器等整備関係(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設の整備 機器等整備関係(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 予算関係(平成28年度) 本部医療事業部看護課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 予算関係(平成29年度) 本部医療事業部看護課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 予算関係(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設の整備 予算関係(令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設の整備 予算関係(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設の整備 予算関係(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成23年度) 本部医療事業部看護課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成24年度) 本部医療事業部看護課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成25年度) 本部医療事業部看護課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成26年度) 本部医療事業部看護課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成27年度) 本部医療事業部看護課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成28年度) 本部医療事業部看護課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成29年度) 本部医療事業部看護課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設の統計 学校関係諸報告(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 退学者・休学者等(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設の統計 退学者・休学者等(令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設の統計 退学者・休学者等(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設の統計 退学者・休学者等(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 看護 養成施設その他 学校長会議(平成28年度) 本部医療事業部看護課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 看護 養成施設その他 学校長会議(平成29年度) 本部医療事業部看護課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 養成施設その他 学校長会議(平成30年度) 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 養成施設その他 学校長会議(令和元年度) 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄
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2020年度 本部医療企画部 看護 養成施設その他 学校長会議(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 養成施設その他 学校長会議(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 看護師の確保と教育 離職者アンケート(令和２年度) 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 1 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 看護師の確保と教育 離職者アンケート(令和３年度) 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 1 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 修学支援制度 高等教育の修学支援制度【申請書・確認通知】 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 修学支援制度 高等教育の修学支援制度【更新確認申請・確認通知】 本部医療事業部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 修学支援制度 高等教育の修学支援制度【更新確認申請・確認通知】 本部医療事業部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 修学支援制度 高等教育の修学支援制度【交付申請・精算払請求書】 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 修学支援制度 高等教育の修学支援制度【交付申請・精算払請求書】 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 看護 特定行為研修 特定行為研修　指定研修機関申請書 本部医療事業部看護課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 特定行為研修 特定行為研修管理委員会（令和元年度） 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 特定行為研修 特定行為研修管理委員会（令和２年度） 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 特定行為研修 特定行為研修管理委員会（令和３年度） 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 看護 特定行為研修 特定行為研修　指定研修機関届出関係（令和元年度） 本部医療事業部看護課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 看護 特定行為研修 特定行為研修　指定研修機関届出関係（令和２年度） 本部医療企画部看護課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 看護 特定行為研修 特定行為研修　指定研修機関届出関係（令和３年度） 本部医療企画部看護課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部看護課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成23年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成24年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成25年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成26年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成27年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成28年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成29年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成23年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成24年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成25年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成26年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成27年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成28年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 業績 平成29年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 電子 看護課共有データ内 本部医療事業部看護課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 服務 看護部管理マニュアル 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 例規等 看護基準 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 例規等 看護手順 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 病棟等管理 平成28年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 病棟等管理 平成29年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 病棟等管理 平成28年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 看護 病棟等管理 平成29年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成30年度看護管理日誌1・2 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成29年度看護管理日誌1・2 鹿島労災病院看護師長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成28年度看護管理日誌1・2 鹿島労災病院看護師長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成30年度管理宿日直日誌 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成29年度管理宿日直日誌 鹿島労災病院看護師長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成28年度管理宿日直日誌 鹿島労災病院看護師長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成30年度外来宿日直日誌 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成30年度病棟管理日誌 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成29年度病棟管理日誌 鹿島労災病院看護師長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成28年度病棟管理日誌 鹿島労災病院看護師長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成30年度手術室管理日誌 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成29年度手術室管理日誌 鹿島労災病院看護師長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成28年度手術室管理日誌 鹿島労災病院看護師長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 病棟等管理 平成30年度外来管理日誌 鹿島労災病院看護部長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 看護処置手順 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 病棟業務手順書 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 外来診療手順書 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄
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2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 手術室・中央材料室業務手順書 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 看護記録マニュアル 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 患者教育・相談手順書 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 看護補助者マニュアル 鹿島労災病院看護師長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 看護 例規等 看護部管理マニュアル 鹿島労災病院看護師長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部看護課長 廃棄

1991年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成3年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1992年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成4年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1993年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成5年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1994年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成6年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1995年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成7年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1996年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成8年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1997年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成9年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1998年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成10年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

1999年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成11年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成12年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成13年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成14年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成15年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成16年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成17年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成18年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成19年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成20年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成21年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成22年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成23年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成24年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成25年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成26年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成27年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(令和2年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 訟務 争訟 事故報告書、示談書、訴状、判決書(令和3年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 医師賠償責任保険契約原議書(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 医師賠償責任保険契約原議書(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 医師賠償責任保険契約原議書(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 医師賠償責任保険契約原議書(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 訟務 訟務その他 医師賠償責任保険契約原議書(令和2年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 訟務 訟務その他 医師賠償責任保険契約原議書(令和3年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成16年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成17年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成18年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成19年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成20年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成21年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成22年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成23年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成24年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成25年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成26年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成27年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄
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2016年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(令和2年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 訟務 訟務その他 法務大臣権限法関係(令和3年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全への取組に係る指針(臨床研修病院に係る改訂版) 本部医療事業部医療安全対策課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全への取組に係る指針の留意事項(臨床研修病院に係る改訂版) 本部医療事業部医療安全対策課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全への取組に係る指針 本部医療事業部医療安全対策課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全への取組に係る指針の留意事項 本部医療事業部医療安全対策課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院医療上の事故公表基準 本部医療事業部医療安全対策課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院医療上の事故公表基準の留意事項 本部医療事業部医療安全対策課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全対策者会議(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全対策者会議(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全対策者会議(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全対策者会議(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全対策者会議(令和2年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全対策者会議(令和3年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全チェックシート 本部医療事業部医療安全対策課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院間医療安全相互チェック(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院間医療安全相互チェック(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月2日 5 2022年4月1日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院間医療安全相互チェック(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院間医療安全相互チェック(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院間医療安全相互チェック(令和2年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 労災病院間医療安全相互チェック(令和3年度) 本部医療企画部医療安全対策課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全推進週間(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全推進週間(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全推進週間(令和2年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全推進週間(令和3年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全に係る組織体制(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全に係る組織体制(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月2日 5 2022年4月1日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全に係る組織体制(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部医療事業部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全に係る組織体制(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全に係る組織体制(令和2年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療安全推進 関係施設通知依頼 医療安全に係る組織体制(令和3年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2000年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策関係原議書(平成12年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2001年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策関係原議書(平成13年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2002年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全推進室原議書(平成14年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2003年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全推進室原議書(平成15年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2004年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全推進室原議書(平成16年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成17年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成18年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成19年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成20年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2009年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成21年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2010年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成22年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成23年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成24年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成25年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成26年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成27年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成28年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成29年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(平成30年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄
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2019年度 本部医療事業部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(令和元年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2020年度 本部医療企画部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(令和2年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2021年度 本部医療企画部 医療安全推進 医療安全推進その他 医療安全対策課原議書(令和3年度) 本部医療事業部医療安全対策課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 医療企画各課倉庫 本部医療企画部医療安全対策課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成17年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成18年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成19年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成20年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2012年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成24年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2013年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成25年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2014年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成26年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2015年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成27年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成28年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成29年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2005年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成17年度示談書 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2006年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成18年度示談書 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2007年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成19年度示談書 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2008年度 本部医療事業部（燕労災病院） 訟務 争訟 平成20年度示談書 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 医療安全推進 会議等 平成28年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 医療安全推進 会議等 平成29年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（燕労災病院） 医療安全推進 会議等 平成28年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（燕労災病院） 医療安全推進 会議等 平成29年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 医療企画契約倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 会議等 平成30年度院内感染対策委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 会議等 平成29年度院内感染対策委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 会議等 平成28年度院内感染対策委員会議事録 鹿島労災病院管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 検査 平成30年度厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 鹿島労災病院中央検査部長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 検査 平成29年度厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 鹿島労災病院検査科部長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 検査 平成28年度厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 鹿島労災病院検査科部長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 医療安全推進 会議等 平成30年度医療安全推進委員会議事録 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 訟務 医事管理 ●●●●事案　～Ｈ30年度 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 訟務 医事管理 ●●●●事案　～Ｈ30年度 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 訟務 医事管理 ●●●●事案　～Ｈ30年度 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 外部倉庫 本部医療事業部医療安全対策課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 外科研究会・世話人会（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 外科研究会・世話人会（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 外科研究会・世話人会（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成23年度) 本部医療企画部医療企画課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成24年度) 本部医療企画部医療企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成25年度) 本部医療企画部医療企画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成26年度) 本部医療企画部医療企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成27年度) 本部医療企画部医療企画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成29年度) 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 医療企画 病院機能向上研究 病院機能向上研究(平成30年度) 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機構向上研究中間報告書（平成30年度開始）（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機構向上研究中間報告書（令和元年度開始）（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機構向上研究中間報告書（令和２年度開始）（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機能向上研究結果報告書（平成30年度終了）（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機能向上研究結果報告書（令和元年度終了）（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機能向上研究結果報告書（令和２年度終了）（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機能向上のための研究（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機能向上のための研究（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 病院機能向上研究 病院機能向上のための研究（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 優秀な研究等に対する表彰 優秀な研究等に対する表彰（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 優秀な研究等に対する表彰 優秀な研究等に対する表彰（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 優秀な研究等に対する表彰 優秀な研究者に対する表彰（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄
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2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 優秀な研究等に対する表彰 優秀な研究等に対する表彰・推薦状（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 優秀な研究等に対する表彰 優秀な研究等に対する表彰・推薦状（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成23年度)じん肺診断技術研修 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成24年度)じん肺診断技術研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成25年度)じん肺診断技術研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成26年度)じん肺診断技術研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成27年度)じん肺診断技術研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成28年度)じん肺診断技術研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 機構独自事業(平成29年度)じん肺診断技術研修 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドラインに係る報告 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドラインに係る報告 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成23年度)石綿確定診断等事業 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成24年度)石綿確定診断等事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成25年度)石綿確定診断等事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成26年度)石綿確定診断等事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成27年度)石綿確定診断等事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成28年度)石綿確定診断等事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成29年度)石綿確定診断等事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 第12回じん肺診断技術研修（平成30年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 第13回じん肺診断技術研修（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成23年度)地方じん肺診査医研修 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成24年度)地方じん肺診査医研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成25年度)地方じん肺診査医研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 厚生労働省委託事業(平成27年度)地方じん肺診査医研修 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 平成30年度石綿確定診断委員会意見書 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和元年度石綿確定診断委員会意見書 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和２年度石綿確定診断委員会意見書 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和３年度石綿確定診断委員会意見書 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 平成30年度石綿確定診断等依頼書綴－厚生労働省受託事業－ 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和元年度石綿確定診断等依頼書綴－厚生労働省受託事業－ 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和２年度石綿確定診断等依頼書綴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和３年度石綿確定診断等依頼書綴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 平成30年度石綿関連疾患診断技術普及事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和元年度石綿関連疾患診断技術普及事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和２年度石綿関連疾患診断技術普及事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 企画調整 令和３年度石綿関連疾患診断技術普及事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(平成25年度)病職歴 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(平成26年度)病職歴 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(平成27年度)病職歴 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(平成28年度)病職歴 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(平成29年度)病職歴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(平成30年度)病職歴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(令和元年度)病職歴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(令和２年度)病職歴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 情報提供 原議書(令和３年度)病職歴 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成23年度)委託事業 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成24年度)委託事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成25年度)委託事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成26年度)委託事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成27年度)委託事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成28年度)委託事業 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成29年度)委託事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成30年度)委託事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(令和元年度)委託事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄
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2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(令和２年度)委託事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(令和３年度)委託事業 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成23年度)予防医療 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成24年度)予防医療 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成25年度)予防医療 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成26年度)予防医療 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成27年度)予防医療 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成28年度)予防医療 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成29年度)予防医療 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(平成30年度)予防医療・両立支援 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(令和元年度)予防医療・両立支援 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(令和２年度)予防医療・両立支援 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 原議書(令和３年度)予防医療・両立支援 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 令和元年度両立支援コーディネーター応用研修資料 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 令和元年度両立支援コーディネーター基礎研修資料 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修資料 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 予防医療 令和３年度両立支援コーディネーター基礎研修資料 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理審査委員会(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理審査委員会(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理審査委員会(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理審査委員会・資料(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理審査委員会・資料(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理審査委員会・資料(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理申請書・原本(平成26年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理申請書・原本(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 医学研究倫理申請書・原本(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会（書面） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成23年度) 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成24年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成25年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成26年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成27年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・資料(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・倫理審査委員会(平成23年度) 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・倫理審査委員会(平成24年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・倫理審査委員会(平成25年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・倫理審査委員会(平成26年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 業績評価委員会医学研究評価部会・倫理審査委員会(平成27年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究・開発、普及事業実績管理表(平成23年度) 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究アドバイザー関連資料(平成23年度) 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究アドバイザー関連資料(平成24年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究アドバイザー関連資料(平成25年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究コーディネーター関連資料(平成26年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究コーディネーター関連資料(平成27年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究代表者・分担者変更届出関係資料(平成26年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究代表者・分担者変更届出関係資料(平成27年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究代表者・分担者変更届出関係資料(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 研究代表者・分担者変更届出関係資料(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄
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2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 主任・分担研究者変更届出関係資料(平成23年度) 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 主任・分担研究者変更届出関係資料(平成24年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 主任・分担研究者変更届出関係資料(平成25年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 新型コロナワクチンの投与開始初期の重点調査（コホート調査） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 新型コロナワクチンの投与開始初期の重点調査（コホート調査） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第13回・第14回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第１回医学系研究利益相反管理委員会・第12回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第2回医学系研究利益相反管理委員会・第15回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第39回・第40回業績評価委員会医学研究評価部会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第３回医学系研究利益相反管理委員会・第16回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第41回・第42回業績評価委員会医学研究評価部会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第４回医学系研究利益相反管理委員会・第５回医学系研究利益相反管理委員会・倫理審査委員会（臨時） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第6回医学系研究利益相反管理委員会・第17回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第６回医学系研究利益相反管理委員会・第18回及び第19回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 第７回及び第８回医学系研究利益相反管理委員会・第20回、第21回及び第22回労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 利益相反ＣＯＩ自己申告書（令和元年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 利益相反ＣＯＩ自己申告書（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 利益相反ＣＯＩ自己申告書（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等13分野研究事業計画及び報告書(平成23年度) 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等13分野研究事業計画及び報告書(平成24年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等13分野研究事業計画及び報告書(平成25年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等研究事業計画及び報告書(平成26年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等研究事業計画及び報告書(平成27年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等研究事業計画及び報告書(平成28年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等研究事業計画及び報告書(平成29年度) 本部医療企画部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 労災疾病等医学研究（研究計画書・中間報告書・倫理審査申請書）原本(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成23年度)労災疾病研究 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成24年度)労災疾病研究 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成25年度)労災疾病研究 本部医療企画部勤労者医療課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成26年度)労災疾病研究 本部医療企画部勤労者医療課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成27年度)労災疾病研究 本部医療企画部勤労者医療課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成28年度)労災疾病研究 本部医療企画部勤労者医療課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成29年度)労災疾病研究 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(平成30年度)労災疾病研究 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(令和元年度)労災疾病研究 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(令和２年度)労災疾病研究 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療課・産業保健部 勤労者医療推進 労災疾病等研究 原議書(令和３年度)労災疾病研究 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療事業部 勤労者医療推進 企画調整 原議書(平成23年度)企画調整 本部医療事業部勤労者医療課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療事業部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 勤労者医療推進 企画調整 原議書(平成24年度)企画調整 本部医療企画部勤労者医療課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部医療企画部勤労者医療課長 廃棄

2011年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成23年度) 本部医療企画部医療企画課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2012年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成24年度) 本部医療企画部医療企画課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2013年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成25年度) 本部医療企画部医療企画課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2014年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成26年度) 本部医療企画部医療企画課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2015年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成27年度) 本部医療企画部医療企画課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成28年度) 本部医療企画部医療企画課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成29年度) 本部医療企画部医療企画課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部医療企画部 医療企画 表彰 優秀な研究等に対する表彰関連(平成30年度) 本部医療企画部医療企画課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療課・産業保健部（燕労災病院） 勤労者医療推進 会議等 平成28年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療課・産業保健部（燕労災病院） 勤労者医療推進 会議等 平成29年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2016年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 勤労者医療推進 調査報告 平成28年度職業歴等調査票 鹿島労災病院医事課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2017年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 勤労者医療推進 調査報告 平成29年度職業歴等調査票 鹿島労災病院医事課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 勤労者医療推進 調査報告 2型糖尿病治療に関する研究① 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 勤労者医療推進 調査報告 2型糖尿病治療に関する研究② 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄

2018年度 本部医療事業部（鹿島労災病院） 勤労者医療推進 調査報告 平成30年度勤労者医療調査票・不同意書 鹿島労災病院医事課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 勤労者医療課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部勤労者医療課長 廃棄
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2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 内部会議 所長・副所長会議(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 内部会議 所長・副所長会議(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 内部会議 所長・副所長会議(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 内部会議 所長・副所長会議(令和元年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 内部会議 所長・副所長会議(令和２年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 内部会議 所長・副所長会議(令和３年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 外部会議 産業保健活動推進全国会議(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 外部会議 産業保健活動推進全国会議(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 外部会議 産業保健活動推進全国会議(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 外部会議 産業保健活動推進全国会議(令和元年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 外部会議 産業保健活動推進全国会議(令和２年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 外部会議 産業保健活動推進全国会議(令和３年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 人事 採用関係書綴り4号嘱託他(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 人事 採用関係書類（平成29年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 人事 採用関係書類（平成30年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 人事 採用関係書類（平成31年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 人事 採用関係書類（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 人事 採用関係書類（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2011年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 産業保健推進センター事業実施計画書(平成23年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2012年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 産業保健推進センター事業実施計画書(平成24年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2013年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 産業保健推進センター事業実施計画書(平成25年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2014年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 産業保健総合支援センター事業実施計画書(平成26年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2011年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 独立行政法人労働者健康福祉機構運営方針(平成23年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2012年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 独立行政法人労働者健康福祉機構運営方針(平成24年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2013年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 独立行政法人労働者健康福祉機構運営方針(平成25年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 センター予算関係(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 センター予算関係(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 センター予算関係(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 センター予算関係(平成31年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 センター予算関係(令和２年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 運営計画 センター予算関係(令和３年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2011年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 事業実績(平成23年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 産業保健外部倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2012年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 事業実績(平成24年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 産業保健外部倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2013年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 事業実績(平成25年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 内部業績評価関係(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 出張報告(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 出張報告(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 出張報告(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 出張報告(平成31年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 出張報告(令和２年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務報告 出張報告(令和３年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 調査研究 調査研究報告書(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 調査研究 調査研究報告書(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 調査研究 調査研究報告書(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 調査研究 調査研究報告書(平成31年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 調査研究 調査研究報告書(令和２年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 調査研究 調査研究報告書(令和３年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1993年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター事業実施要綱 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2000年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター事業実施要綱改正 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2001年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター事業実施要綱改正 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1993年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター運営委員会開催要領 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2002年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター運営委員会開催要領改正 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1993年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター運営協議会開催要領 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1999年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター運営協議会開催要領改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄
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1993年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター運営協議会委員委嘱要領 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2004年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター運営協議会委員委嘱手続きについて 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1993年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター非常勤専門スタッフ配置 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1995年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター産業保健相談員謝金支給基準改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1996年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター産業保健相談員謝金支給基準改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1996年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター講師謝金支給基準 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1997年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター産業保健相談員謝金支出基準及び講師謝金講師謝金支給基準改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1998年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター産業保健相談員謝金支出基準及び講師謝金講師謝金支給基準改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1998年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター非常勤専門スタッフ委嘱要領改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2000年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター非常勤専門スタッフ委嘱要領改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2004年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター非常勤専門スタッフ委嘱要領改定 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

1999年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター事業活性化マニュアル 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2000年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター事業活性化マニュアル改正 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2001年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健推進センター事業活性化マニュアル改正 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2011年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成23年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2012年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成24年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2013年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成25年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2014年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成26年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2015年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成27年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成28年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成29年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成30年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(平成31年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(令和２年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健関係原議書綴(令和３年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務指導 業務指導報告書綴り(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務指導 業務指導報告書綴り(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務指導 業務指導報告書綴り(平成30年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務指導 業務指導報告書綴り(平成31年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務指導 業務指導報告書綴り(令和２年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 業務指導 業務指導報告書綴り(令和３年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 ストレスチェック助成金関係(平成28年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 産業保健関係助成金(平成29年度) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 産業保健関係助成金（平成30年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 産業保健関係助成金（平成31年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 産業保健関係助成金（令和２年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 産業保健関係助成金（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 助成金 産業保健関係助成金実施要領（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2014年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(平成26年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2015年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(平成27年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2016年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(平成28年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2017年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(平成29年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2018年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(平成30年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2019年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(平成31年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2020年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(令和２年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 産業保健その他 産業保健業務指導関係原議書綴(令和３年) 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 産業保健関係助成金実施要領（令和３年度） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2021年度 本部勤労者医療・産業保健部部 産業保健 要綱 東電福島第一原発における健康管理の体制整備事業実施要領（令和３年） 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 産業保健各課倉庫 本部勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課長 廃棄

2016年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 原議書(平成28年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2016年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会関係(平成28年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2016年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 重点研究協議会関係(平成28年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2016年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 災害調査関係(平成28年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2017年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 原議書(平成29年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2017年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会関係(平成29年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄
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2017年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 重点研究協議会関係(平成29年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2017年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 災害調査関係(平成29年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2018年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 原議書(平成30年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2018年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会関係(平成30年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2018年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 重点研究協議会関係(平成30年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2018年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 災害調査関係(平成30年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2019年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 原議書(平成31年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2019年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会関係(平成31年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2019年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 協働研究協議会関係(平成31年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2019年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 災害調査関係(平成31年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2020年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 原議書(令和２年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2020年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会関係(令和２年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2020年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 災害調査関係(令和２年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2021年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 原議書（令和３年度） 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2021年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会関係(令和３年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2021年度 本部研究試験企画調整部 研究試験企画調整 研究試験企画調整 災害調査関係(令和３年度) 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙及び電子 研究試験企画調整各課倉庫 本部研究試験企画調整部研究試験企画調整課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 原議書(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 原議書(令和2年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 原議書(令和3年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(平成21～25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(平成29年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払にかかるパンフレット等作成原議(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成19年度) 本部賃金援護部審査課長 2008年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 5年

2008年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成20年度) 本部賃金援護部審査課長 2009年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 4年

2009年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成21年度) 本部賃金援護部審査課長 2010年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 3年

2010年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成22年度) 本部賃金援護部審査課長 2011年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 2年

2011年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 1年

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(令和2年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 審査 倒産事業場 法律申立・決定書(令和3年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 倒産事業場 賃金台帳(大型事案)(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 受付分　対象外・取下げ未払賃金立替払請求書控(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 受付分　対象外・取下げ未払賃金立替払請求書控(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 受付分　対象外・取下げ未払賃金立替払請求書控(令和2年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 受付分　対象外・取下げ未払賃金立替払請求書控(令和3年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄
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2018年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 認定通知書取消し・変更等綴(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 3 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 認定通知書取消し・変更等綴(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 3 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 認定通知書取消し・変更等綴(令和2年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 3 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 認定通知書取消し・変更等綴(令和3年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 3 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払額等集計表 (平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払額等集計表 (平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払額等集計表 (平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払額等集計表 (令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払額等集計表 (令和2年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 審査 審査その他 未払賃金立替払額等集計表 (令和3年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(平成20年度～平成24年度) 本部賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(平成25年度～平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 原議書(支払班)(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(平成22年度～平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(平成24年度～平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(平成28年度） 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(平成29年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(令和２年度） 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 戻入原議書(令和３年度） 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（平成27年度） 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（平成28年度） 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（平成29年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（令和元年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（令和２年度） 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 原義書 未払賃金立替払の支給決定（令和３年度） 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成20年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2009年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 4年

2009年度 本部賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成21年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2010年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 3年

2010年度 本部賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成22年度) 本部賃金援護部審査課長 2011年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 2年

2011年度 本部賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 特定日以後５年 － 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 延長期間 1年

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護外部倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 証拠書類(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄
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2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 受託金融機関 振込送金組戻変更依頼書控(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 源泉徴収票・支払通知書(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 支払通知 不正受給に係る支給決定額の変更通知(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払通知 不正受給に係る支給決定額の変更通知(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払通知 不正受給に係る支給決定額の変更通知(平成25年度～平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払通知 不正受給に係る支給決定額の変更通知(平成28年度） 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 不正受給に係る支給決定額の変更通知(平成30年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払通知 不正受給に係る支給決定額の変更通知(令和3年度） 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 所得税・住民税納付内訳(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 所得税・住民税納付内訳(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 所得税・住民税納付内訳(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 所得税・住民税納付内訳(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 所得税・住民税納付内訳(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 所得税・住民税納付内訳(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 支払その他 支払確定処理プルーフリスト(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 支払確定処理プルーフリスト(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 支払確定処理プルーフリスト(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 支払確定処理プルーフリスト(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 支払確定処理プルーフリスト(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 支払その他 支払確定処理プルーフリスト(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 統計 未払賃金立替払事業統計資料(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 統計 未払賃金立替払事業統計資料(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 統計 未払賃金立替払事業統計資料(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 統計 未払賃金立替払事業統計資料(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 統計 未払賃金立替払事業統計資料(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 統計 未払賃金立替払事業統計資料(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 総勘定元帳(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成6年度) 本部賃金援護部審査課長 1995年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成7年度) 本部賃金援護部審査課長 1996年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成8年度) 本部賃金援護部審査課長 1997年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成9年度) 本部賃金援護部審査課長 1998年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成10年度) 本部賃金援護部審査課長 1999年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成11年度) 本部賃金援護部審査課長 2000年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成12年度) 本部賃金援護部審査課長 2001年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄
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2001年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成13年度) 本部賃金援護部審査課長 2002年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成14年度) 本部賃金援護部審査課長 2003年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成15年度) 本部賃金援護部審査課長 2004年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 金銭出納帳(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1988年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(昭和63年度) 本部賃金援護部審査課長 1989年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成1年度) 本部賃金援護部審査課長 1990年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1990年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成2年度) 本部賃金援護部審査課長 1991年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成3年度) 本部賃金援護部審査課長 1992年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成4年度) 本部賃金援護部審査課長 1993年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成5年度) 本部賃金援護部審査課長 1994年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成6年度) 本部賃金援護部審査課長 1995年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成7年度) 本部賃金援護部審査課長 1996年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成8年度) 本部賃金援護部審査課長 1997年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成9年度) 本部賃金援護部審査課長 1998年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成10年度) 本部賃金援護部審査課長 1999年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成11年度) 本部賃金援護部審査課長 2000年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成12年度) 本部賃金援護部審査課長 2001年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成13年度) 本部賃金援護部審査課長 2002年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成14年度) 本部賃金援護部審査課長 2003年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成15年度) 本部賃金援護部審査課長 2004年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成16年度) 本部賃金援護部審査課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成17年度) 本部賃金援護部審査課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成18年度) 本部賃金援護部審査課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成19年度) 本部賃金援護部審査課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成20年度) 本部賃金援護部審査課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成21年度) 本部賃金援護部審査課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成22年度) 本部賃金援護部審査課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 銀行勘定帳(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 会計伝票(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 会計伝票(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 会計伝票(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 会計伝票(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 会計伝票(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 会計伝票(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 入出金明細表(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 入出金明細表(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 入出金明細表(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄
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2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 入出金明細表(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 入出金明細表(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 入出金明細表(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(昭和63年度～平成元年度) 本部賃金援護部審査課長 1990年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成2年度～平成3年度) 本部賃金援護部審査課長 1992年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成4年度～平成5年度) 本部賃金援護部審査課長 1994年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成6年度～平成7年度) 本部賃金援護部審査課長 1996年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成8年度) 本部賃金援護部審査課長 1997年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成9年度) 本部賃金援護部審査課長 1998年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成10年度) 本部賃金援護部審査課長 1999年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成11年度) 本部賃金援護部審査課長 2000年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成12年度) 本部賃金援護部審査課長 2001年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成13年度) 本部賃金援護部審査課長 2002年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成14年度) 本部賃金援護部審査課長 2003年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成15年度) 本部賃金援護部審査課長 2004年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成16年度) 本部賃金援護部審査課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成17年度) 本部賃金援護部審査課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成18年度) 本部賃金援護部審査課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成19年度) 本部賃金援護部審査課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成20年度) 本部賃金援護部審査課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成21年度) 本部賃金援護部審査課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成22年度) 本部賃金援護部審査課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成29年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(平成30年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(令和元年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 財務諸表(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護外部倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成16年度) 本部賃金援護部審査課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成17年度) 本部賃金援護部審査課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成18年度) 本部賃金援護部審査課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成19年度) 本部賃金援護部審査課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成20年度) 本部賃金援護部審査課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成21年度) 本部賃金援護部審査課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成22年度) 本部賃金援護部審査課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定決算書(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成16年度) 本部賃金援護部審査課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成17年度) 本部賃金援護部審査課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成18年度) 本部賃金援護部審査課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄
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2007年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成19年度) 本部賃金援護部審査課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成20年度) 本部賃金援護部審査課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成21年度) 本部賃金援護部審査課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成22年度) 本部賃金援護部審査課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 決算帳簿 賃金援護勘定照合表(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 歳入歳出 月計試算表(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 月計試算表(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 月計試算表(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 月計試算表(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 月計試算表(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 歳入歳出 月計試算表(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成23年度) 本部賃金援護部審査課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2012年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成24年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 未払賃金立替払 海外送金等関係資料(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 事業統計 未払賃金立替払事業統計〔年報〕(昭和54年度～令和3年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2013年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(平成25年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2014年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(平成26年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2015年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(平成27年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2016年度 本部産業保健・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(平成28年度) 本部産業保健・賃金援護部審査課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部産業保健・賃金援護部審査課長 廃棄

2017年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(平成29年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2018年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(平成30年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2019年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(令和元年度) 本部医療企画・賃金援護部審査課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部医療企画・賃金援護部審査課長 廃棄

2020年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(令和２年度) 本部賃金援護部審査課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2021年度 本部医療企画・賃金援護部 支払 事業月報 事業月報(令和３年度) 本部賃金援護部審査課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護各課倉庫 本部賃金援護部審査課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届出等原議書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2021年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 債権届及び名義変更届の取り下げ関係(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 予納金の納付関係(平成20年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 予納金の納付関係(平成21年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 予納金の納付関係(平成22年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 予納金の納付関係(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 予納金の納付関係(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 裁判所等との連絡 予納金の納付関係(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 債権認否表等（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 破産廃止決定書・債権認否表等（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 破産廃止決定書・債権認否表等（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 破産廃止決定書・債権認否表等（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 破産廃止決定書・債権認否表等（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 破産廃止決定書・債権認否表等（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管財人等との連絡 破産廃止決定書・債権認否表等（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1983年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 和議・債権管理台帳（昭和58） 賃金援護部援護・債権管理課長 1984年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 和議・債権管理台帳（平成9） 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 和議・債権管理台帳（平成11） 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成14年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成15年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成16年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成18年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成20年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成21年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成22年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成23年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成24年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成25年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成26年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成27年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成29年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生・債権管理台帳（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(認定事案)(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民再→破産移行分(平成22年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民再→破産移行分(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民再→破産移行分(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民再→破産移行分(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民再→破産移行分(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民再→破産移行分(令和3年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(法律)　（破産移行分）平成23年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 民事再生→認定移行 (令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳（認定・民再→破産）平成23年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2012年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳（認定・民再→破産）平成24年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳（認定・民再→破産）平成25年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳（認定・民再→破産）平成26年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳（認定・民再→破産）平成27年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳（認定・民再→破産）平成28年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 債権管理台帳(法律)　（整理・完済）平成23年度 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 会社更生・和議・清算・民事再生事案(完済・整理)(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 当月立替払い企業台帳(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 当月立替払い企業台帳(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 当月立替払い企業台帳(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 当月立替払い企業台帳(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 当月立替払い企業台帳(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 債権管理台帳 当月立替払い企業台帳(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権の管理保全 原議書（特別清算・管理台帳）（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権の管理保全 特別清算事案の弁済請求通知原議書（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 債権の管理保全 住民票交付請求書(写)（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年1月24日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 回収金綴り(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 回収金綴り(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 回収金綴り(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 回収金綴り(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 回収金綴り(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 回収金綴り(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 配当金受領原議書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 配当金受領原議書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 配当金受領原議書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 配当金受領管理台帳綴（破産）（平成31年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 破産配当通知等原議書（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 破産配当通知等原議書（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 破産配当通知等原議書（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 立替払事業にかかる回収 破産配当通知等原議書（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(平成31年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定事業場通知書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成22年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2013年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定求償関係原議書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定関係書類原議書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定関係書類原議書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 認定関係書類原議書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 差押関係(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 再建型事案の弁済請求通知原議書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 出張復命書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 不正受給に係る債権額の一部抹消原議書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（その他）（平成25年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（その他）（平成26年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（その他）（平成27年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（その他）（平成28年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（その他）（平成29年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2018年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（その他）（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（未払賃金立替払関係）（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（未払賃金立替払関係）（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 管理その他の関係書類関係 原義書（未払賃金立替払関係）（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成23年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成24年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 債権整理原議書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 事業月報（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 事業月報（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 事業月報（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 事業月報（平成３１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 事業月報（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 事業月報（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成25年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成26年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴平成31年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 決算システム帳票綴令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(平成28年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(平成29年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(平成30年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 管理 資料の収集及び統計 管理事務停止(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後5年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金貸付業務認可申請（原議） 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金貸付業務認可申請（原議） 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成１０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成１１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成１２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成１３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（平成１５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成１６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成１７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成１８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成１９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成２０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成２１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済）（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2012年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金受託貸付記入帳（完済・償却）（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成7年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成8年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成9年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成10年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成11年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成12年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成13年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成14年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 在宅介護住宅資金金銭消費貸借契約証書（平成15年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 登記嘱託書【援護】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(昭和５２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1983年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(昭和５８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1984年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(昭和５９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1985年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(昭和６０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1986年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1987年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(昭和６２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1988年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成１０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成１２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿(平成１５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（完済）(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（償却）(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（償却）(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（償却）(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 自動車購入資金貸付原簿（償却）(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2012年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 原議書【援護】（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 抵当権解除関係原議書（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 督促関係【援護】（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 領収書発行控（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 領収書発行控（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 領収書発行控（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 領収書発行控（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 領収書発行控（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 領収書発行控（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 個別回収実績表（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 個別回収実績表（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 個別回収実績表（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 個別回収実績表（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 個別回収実績表（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 個別回収実績表（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 援護施設 自動車購入 手引・様式集等 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 在宅介護 労災年金担保貸付関係綴 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1981年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和５６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1982年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和５７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1983年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和５８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1984年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和５９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1985年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和６０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1986年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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1986年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和６１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1987年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1987年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和６２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1988年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1988年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(昭和６３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1989年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1990年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1990年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1991年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成１９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 銀行勘定帳(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1981年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和５６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1982年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和５７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1983年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和５８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1984年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和５９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1985年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和６０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1986年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1986年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和６１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1987年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1987年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和６２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1988年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1988年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(昭和６３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1989年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(平成元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1990年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1990年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(平成２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1991年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(平成３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(平成４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(平成５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 金銭出納帳(平成６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2017年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 入出金明細表(令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 総勘定元帳(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 現金・預金残高内訳表(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 残高証明書【援護】（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 残高証明書【援護】（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 残高証明書【援護】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 残高証明書【援護】（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 残高証明書【援護】（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 援護施設 会計 残高証明書【援護】（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1972年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和４７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1973年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1973年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和４８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1974年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1974年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和４９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1975年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1975年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1976年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1976年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1977年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1978年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1979年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1980年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1981年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1981年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1982年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和５９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1986年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（昭和６１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1987年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 職場環境改善資金貸付規程等の一部改正（原議）（平成元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1990年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1972年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和４７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1973年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1973年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和４８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1974年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1974年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和４９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1975年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1975年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1976年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1976年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1977年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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1978年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1979年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1979年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1980年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1981年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1982年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1983年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1984年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和５９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1985年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和６０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1986年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1986年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（昭和６１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1987年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（平成元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1990年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1990年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（平成２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1991年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（平成４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（平成６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 労働安全衛生融資行政通達（平成１１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 融資業務 規程及び取扱要領 貸付業務委託事務取扱要領の一部改正（原議）(平成１３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 資金運用部資金借入（原議）（平成６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 借入金認可申請（原議）(平成5年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1976年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和５１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1977年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和５２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1980年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和５５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1981年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和５９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1985年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和６０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1986年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1986年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和６１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1987年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1987年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和６２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1988年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1988年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(昭和６３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1989年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1990年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1990年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1991年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成１０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成１１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付先ファイル(平成１２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 元利金回収予定額表(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 元利金回収予定額表(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 元利金回収予定額表(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 元利金回収予定額表(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 元利金回収予定額表(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 元利金回収予定額表(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 債務者別繰上償還状況(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 債務者別繰上償還状況(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 債務者別繰上償還状況(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 債務者別繰上償還状況(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 債務者別繰上償還状況(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 債務者別繰上償還状況(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 滞貸調書(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 滞貸調書(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 滞貸調書(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 滞貸調書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 滞貸調書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 滞貸調書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付金残高調(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付金残高調(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2018年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付金残高調(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付金残高調(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付金残高調(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 貸付金残高調(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 月次貸付金回収金調(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 月次貸付金回収金調(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 月次貸付金回収金調(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 月次貸付金回収金調(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 月次貸付金回収金調(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 借入金 月次貸付金回収金調(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 労働安全衛生融資に係る金融機関への一部業務の委託に関する認可申請（原議）（平成５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 労働安全衛生融資に係る金融機関への一部業務の委託に関する認可申請（原議）（平成７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 労働安全衛生融資に係る金融機関への一部業務の委託に関する認可申請（原議）（平成８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 労働安全衛生融資に係る金融機関への一部業務の委託に関する認可申請（原議）（平成１０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 労働安全衛生融資に係る金融機関への一部業務の委託に関する認可申請（原議）（平成１２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1972年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 職場環境改善等資金貸付業務委託契約書（昭和４７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1973年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 債権管理状況報告書（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 委託手数料計算書(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 委託手数料計算書(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 委託手数料計算書(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 委託手数料計算書(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 委託手数料計算書(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 委託手数料計算書(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1972年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和４７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1973年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1973年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和４８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1974年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1976年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1977年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1978年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1979年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1979年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1980年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1981年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1982年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和５９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1988年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（昭和６３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1989年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成１０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成１９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2016年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 原議書【融資】（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 抵当権解除関係原議書（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 金融機関変更申請等（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 10 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 10 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 10 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 残高証明発行控（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 受託金融機関 登記嘱託書【融資】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成１６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成１７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成１８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成１９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 銀行勘定帳(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成２９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(平成３０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(令和元年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(令和２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 総勘定元帳(令和３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 現金・預金残高内訳表（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 元利金計算書（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 元利金計算書（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 元利金計算書（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 元利金計算書（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 元利金計算書（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 元利金計算書（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 残高証明書【融資】（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 残高証明書【融資】（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 残高証明書【融資】（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 残高証明書【融資】（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 残高証明書【融資】（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 残高証明書【融資】（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 入出金明細表（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2013年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（令和元年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（令和２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 融資業務 会計 月次試算表（令和３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 特定日以後10年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成１０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成１１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 労働安全衛生融資業務統計(平成１２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 融資業務 融資業務その他 手引・様式集等 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所関係(平成16年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所関係(平成23年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所関係(平成25年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所関係(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所関係(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所関係原義書(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所所長会議（平成27年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所入退所者原票(平成25年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所入退所者原票(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所社会復帰カウンセリング記録表(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション北海道・広島作業所廃止関係(平成19年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション北海道・広島作業所廃止関係(平成20年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所縮小・廃止関係(平成21年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション千葉作業所廃止関係(平成23年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション宮城・長野・福岡作業所廃止関係(平成23年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション福井・愛知作業所廃止関係(平成24年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション宮城・福岡作業所廃止関係(平成24年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション宮城・福岡作業所廃止関係(平成25年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労災リハビリテーション作業所就職活動支援状況報告(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 愛知リハ自動車教習所アクセル関係綴（平成30年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 全作業所アルバム 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 労働者身障者健康維持対策研究会”車いす体操” 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 リハビリテーション工学の世界-医学と工学の接点- 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 車椅子の歌 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 車椅子の夢 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 明日への道 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 社会復帰への道 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 作業所業務運営 関節のある義足・名古屋労災義肢センター 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1980年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 錦グリーンパレス設置関係(昭和55年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1981年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所図面(平成4年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等の運営委託関係(昭和57年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等の運営委託関係(平成5年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 椿荘廃止関係(昭和59年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 湯原荘廃止関係(平成8年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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1997年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 湯原荘廃止関係(平成9年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 湯原荘廃止関係(平成10年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等廃止関係(平成12年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等廃止関係(平成13年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等廃止関係(平成14年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等廃止関係(平成15年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等廃止関係(平成18年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 休養所等廃止関係(平成19年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 休養所業務委託 蔵王スカイパレス・白雲荘・水上荘・恵那荘・椿荘・湯原荘 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨状況等月例報告(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨状況等月例報告(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨状況等月例報告(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨状況等月例報告(平成29年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨状況等月例報告(平成30年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂収支状況報告(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂収支状況報告(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂収支状況報告(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂収支状況報告(平成29年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂収支状況報告(平成30年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂定期満足度調査(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂定期満足度調査(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂定期満足度調査(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1970年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂開堂関係(昭和45年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1971年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1971年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂開堂に係る原議書綴(昭和46年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1972年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂経営許可申請(平成16年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂経営許可申請(平成17年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成17年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成18年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成19年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成20年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成21年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成22年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成23年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成24年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成25年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成29年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係(平成30年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係（令和元年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係（令和２年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係（令和３年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係原義書(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係原義書(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係原義書(平成29年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係原義書(平成30年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成16年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成17年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成18年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成19年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成20年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成21年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成22年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2011年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成23年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成24年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成25年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成26年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成27年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成28年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成29年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（平成30年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（令和元年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（令和２年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂納骨壇関係（令和３年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂用地関係綴（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 天皇皇后両陛下行幸啓関係（平成２０年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 天皇皇后両陛下行幸啓関係（平成２７年度分） 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 霊堂関係 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1970年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 霊堂　昭和４５年１月１９日（昭和４５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1971年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 事業団 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 高尾みころも霊堂関係（開堂～） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 納骨堂業務委託 測量図・八王子狭間町１９９２　他 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1981年度 本部賃金援護部 特別施設 労災保険会館業務委託 労災保険会館開設関係(昭和56年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1982年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 特別施設 労災保険会館業務委託 労災保険会館図面(平成4年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 労災保険会館業務委託 労災保険会館廃止手続関係(平成17年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 社会復帰指導援助 社会復帰指導員業務執務月報(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 社会復帰指導援助 社会復帰指導員業務執務月報(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 社会復帰指導援助 社会復帰指導員原議書綴(平成27年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成14年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成17年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成18年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成19年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成20年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成21年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成22年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成23年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成24年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成25年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成29年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式関係原議書(平成30年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(令和元年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(令和２年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(令和３年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成17年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成18年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成19年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成20年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成22年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成23年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成24年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成25年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2014年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成26年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2015年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成27年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成28年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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2017年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成29年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(平成30年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2019年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(令和元年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2020年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2020年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(令和２年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2021年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式遺族満足度調査(令和３年度分) 賃金援護部援護・債権管理課長 2022年4月1日 永年 - 紙 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1972年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和４７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1973年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1973年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和４８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1974年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1974年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和４９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1975年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1975年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1976年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1976年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1977年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1978年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1979年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1979年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1980年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1980年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1981年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1983年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1984年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1984年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和５９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1985年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1985年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和６０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1986年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1986年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和６１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1987年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1987年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和６２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1988年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1988年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（昭和６３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1989年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1989年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1990年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1990年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1991年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2004年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１６年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2005年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2008年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2009年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2009年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２１年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2010年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2010年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2011年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2011年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２３年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2012年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2005年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2006年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成１９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2012年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２４年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2013年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2013年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2014年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2015年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2016年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2016年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２８年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2017年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2017年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成２９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2018年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2018年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式（平成３０年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 2019年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄
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1972年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式　昭和47年6月5日（昭和４７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1973年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1987年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(昭和６２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1988年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1993年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1994年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1994年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成６年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1995年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1997年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1998年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1998年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１０年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1999年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1999年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１１年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2000年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2000年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１２年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2001年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2001年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2002年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2002年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2003年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2003年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2004年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1991年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成３年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1992年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1992年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成４年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1993年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成５年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1995年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成７年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1996年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1996年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 1997年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2006年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１８年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2007年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2007年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式(平成１９年度) 賃金援護部援護・債権管理課長 2008年4月1日 永年 - 電子 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1974年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式　昭和49年９月28日（昭和４９年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1975年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1977年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式　昭和５２年（昭和５２年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1978年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1980年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式　昭和５５年（昭和５５年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1981年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

1982年度 本部賃金援護部 特別施設 合祀慰霊式 産業殉職者合祀慰霊式　昭和５７年（昭和５７年度） 賃金援護部援護・債権管理課長 1983年4月1日 永年 - その他の媒体 賃金援護部倉庫 賃金援護部援護・債権管理課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 建設アスベスト給付班 給付業務 原議書（令和３年度） 本部賃金援護部建設アスベスト給付課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙及び電子 建設アスベスト給付課キャビネット 本部賃金援護部建設アスベスト給付課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 建設アスベスト給付班 歳入歳出 会計伝票（令和３年度） 本部賃金援護部建設アスベスト給付課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 建設アスベスト給付課キャビネット 本部賃金援護部建設アスベスト給付課長 廃棄

2021年度 本部賃金援護部 建設アスベスト給付班 歳入歳出 証拠書類（令和３年度） 本部賃金援護部建設アスベスト給付課長 2022年4月1日 10 2032年3月31日 紙 建設アスベスト給付課キャビネット 本部賃金援護部建設アスベスト給付課長 廃棄

1991年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成3年度) 本部監事室長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1992年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成4年度) 本部監事室長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1993年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成5年度) 本部監事室長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1994年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成6年度) 本部監事室長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1995年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成7年度) 本部監事室長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1996年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成8年度) 本部監事室長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1997年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成9年度) 本部監事室長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1998年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成10年度) 本部監事室長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

1999年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成11年度) 本部監事室長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2000年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成12年度) 本部監事室長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2001年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成13年度) 本部監事室長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2002年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成14年度) 本部監事室長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2003年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成15年度) 本部監事室長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2004年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成16年度) 本部監事室長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2005年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成17年度) 本部監事室長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2006年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成18年度) 本部監事室長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2007年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成19年度) 本部監事室長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2008年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成20年度) 本部監事室長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2009年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成21年度) 本部監事室長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2010年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成22年度) 本部監事室長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2011年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成23年度) 本部監事室長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2012年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成24年度) 本部監事室長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2013年度 本部監事室 監査 監査業務 監事監査結果報告(平成25年度) 本部監事室長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2014年度 内部監査室 監査 内部監査業務 監査員業務監査（内部監査）結果報告(平成26年度) 内部監査室長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2015年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（平成27年度） 内部監査室長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（平成28年度） 内部監査室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄
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2017年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（平成29年度） 内部監査室長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（平成30年度） 内部監査室長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（令和元年度） 内部監査室長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（令和2年度） 内部監査室長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2021年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査結果報告（令和3年度） 内部監査室長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2015年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（平成27年度） 内部監査室長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（平成28年度） 内部監査室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（平成29年度） 内部監査室長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（平成30年度） 内部監査室長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（令和元年度） 内部監査室長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（令和2年度） 内部監査室長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2021年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査報告（令和3年度） 内部監査室長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2014年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(平成26年度) 内部監査室長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2015年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(平成27年度) 内部監査室長 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(平成28年度) 内部監査室長 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(平成29年度) 内部監査室長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(平成30年度) 内部監査室長 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(令和元年度) 内部監査室長 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(令和2年度) 内部監査室長 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2021年度 内部監査室 監査 内部監査業務 本部内部監査(令和3年度) 内部監査室長 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2012年度 本部監事室 監査 監査業務 施設往査結果（平成24年度） 本部監事室長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2013年度 本部監事室 監査 監査業務 施設往査結果（平成25年度） 本部監事室長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2014年度 本部監事室 監査 監査業務 施設往査結果（平成26年度） 監事 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2005年度 本部監事室 監査 監査業務 平成17事業年度監査結果について 本部監事室長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2006年度 本部監事室 監査 監査業務 平成18事業年度監査結果について 本部監事室長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2007年度 本部監事室 監査 監査業務 平成19事業年度監査結果について 本部監事室長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2008年度 本部監事室 監査 監査業務 平成20事業年度監査結果について 本部監事室長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2009年度 本部監事室 監査 監査業務 平成21事業年度監査結果について 本部監事室長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2010年度 本部監事室 監査 監査業務 平成22事業年度監査結果について 本部監事室長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2011年度 本部監事室 監査 監査業務 平成23事業年度監査結果について 本部監事室長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2012年度 本部監事室 監査 監査業務 平成24事業年度監査結果について 本部監事室長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2013年度 本部監事室 監査 監査業務 平成25事業年度監査結果について 本部監事室長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2014年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 平成26事業年度に係る監査報告について 監事 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2015年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 平成27事業年度に係る監査結果について 監事 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 平成28事業年度に係る監査結果について 監事 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2017年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 平成29事業年度に係る監査結果について 監事 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2018年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 平成30事業年度に係る監査結果について 監事 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2019年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 令和元事業年度に係る監査結果について 監事 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2020年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 令和2事業年度に係る監査結果について 監事 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2021年度 監事室 監査 監査業務（監査報告） 令和3事業年度に係る監査結果について 監事 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2004年度 本部監事室 監査 監事監査規程の改正 労働者健康福祉機構における監事監査規程の制定について 本部監事室長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2012年度 本部監事室 監査 監事監査規程の改正 監事監査規程の改定について（原議） 本部監事室長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2015年度 監事室 監査 監事監査規程の改正 監事監査規程の改正について（原議） 監事 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 監事室 監査 監事監査規程の改正 監事監査規程の改正について（原議） 監事 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 監査業務 内部監査及び情報セキュリティ監査に基づく改善を要する事項に関する改善措置及び改善計画について（平成28年度） 内部監査室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 内部監査室 監査 監査業務 内部監査及び情報セキュリティ監査に基づく改善を要する事項に関する改善措置及び改善計画について（平成29年度） 内部監査室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 監査 監査業務 内部監査及び情報セキュリティ監査に基づく改善を要する事項に関する改善措置及び改善計画について（平成30年度） 内部監査室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 監査 監査業務 内部監査及び情報セキュリティ監査に基づく改善を要する事項に関する改善措置及び改善計画について（令和元年度） 内部監査室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 監査 監査業務 内部監査及び情報セキュリティ監査に基づく改善を要する事項に関する改善措置及び改善計画について（令和2年度） 内部監査室長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2021年度 内部監査室 監査 監査業務 内部監査及び情報セキュリティ監査に基づく改善を要する事項に関する改善措置及び改善計画について（令和3年度） 内部監査室長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2014年度 監事室 監査 監査業務 平成26事業年度監査調書 監事 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2015年度 監事室 監査 監査業務 平成27事業年度監査調書 監事 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 監事室 監査 監査業務 平成28事業年度監査調書 監事 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2017年度 監事室 監査 監査業務 平成29事業年度監査調書 監事 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

159/161p



大分類 中分類 小分類 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

保存期間
（単位：年）

文書分類
作成・取得

年度等
名称 作成・取得者 起算日

2018年度 監事室 監査 監査業務 平成30事業年度監査調書 監事 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2019年度 監事室 監査 監査業務 令和元事業年度監査調書 監事 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2020年度 監事室 監査 監査業務 令和2事業年度監査調書 監事 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2021年度 監事室 監査 監査業務 令和3事業年度監査調書 監事 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査実施通知（平成28年度） 内部監査室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査実施通知（平成29年度） 内部監査室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査実施通知（平成30年度） 内部監査室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査実施通知（令和元年度） 内部監査室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査実施通知（令和2年度） 内部監査室長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2021年度 内部監査室 監査 内部監査業務 内部監査実施通知（令和3年度） 内部監査室長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査実施通知（平成28年度） 内部監査室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査実施通知（平成29年度） 内部監査室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査実施通知（平成30年度） 内部監査室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査実施通知（令和元年度） 内部監査室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査実施通知（令和2年度） 内部監査室長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2021年度 内部監査室 監査 内部監査業務 情報セキュリティ監査実施通知（令和3年度） 内部監査室長 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2014年度 監事室 監査 監査業務 本部監事監査実施（原議）(平成26年度) 監事 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2015年度 監事室 監査 監査業務 本部監事監査実施（原議）(平成27年度) 監事 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 監事室 監査 監査業務 本部監事監査実施（原議）(平成28年度) 監事 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2017年度 監事室 監査 監査業務 本部監事監査実施（原議）(平成29年度) 監事 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2012年度 本部監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成24年度) 本部監事室長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2013年度 本部監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成25年度) 本部監事室長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2014年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成26年度) 監事 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2015年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成27年度) 監事 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成28年度) 監事 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2017年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成29年度) 監事 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2018年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(平成30年度) 監事 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2019年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(令和元年度) 監事 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2020年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(令和2年度) 監事 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2021年度 監事室 監査 監査業務 監事による施設往査実施(原議)(令和3年度) 監事 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 監事室 業務 監査業務その他 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会会費の納入について(原議)(平成28年度) 監事 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2017年度 監事室 業務 監査業務その他 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会会費の納入について(原議)(平成29年度) 監事 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2018年度 監事室 業務 監査業務その他 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会会費の納入について(原議)(平成30年度) 監事 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2019年度 監事室 業務 監査業務その他 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会会費の納入について(原議)(令和元年度) 監事 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2020年度 監事室 業務 監査業務その他 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会会費の納入について(原議)(令和2年度) 監事 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2021年度 監事室 業務 監査業務その他 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会会費の納入について(原議)(令和3年度) 監事 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 内部監査室 監査 監査業務 平成28年度契約監視委員会開催（原議） 内部監査室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 監事室 監査 監査業務 平成29年度契約監視委員会開催（原議） 監事 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2018年度 監事室 監査 監査業務 平成30年度契約監視委員会開催（原議） 監事 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2019年度 監事室 監査 監査業務 令和元年度契約監視委員会開催（原議） 監事 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2020年度 監事室 監査 監査業務 令和2年度契約監視委員会開催（原議） 監事 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2021年度 監事室 監査 監査業務 令和3年度契約監視委員会開催（原議） 監事 2022年4月1日 5 2027年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 監事 廃棄

2016年度 内部監査室 業務 監査業務その他 法人文書の廃棄について(原議)（平成28年度） 内部監査室長 2017年4月1日 5 2022年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 内部監査室 業務 監査業務その他 法人文書の廃棄について(原議)（平成29年度） 内部監査室長 2018年4月1日 5 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2018年度 内部監査室 業務 監査業務その他 法人文書の廃棄について(原議)（平成30年度） 内部監査室長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2019年度 内部監査室 業務 監査業務その他 法人文書の廃棄について(原議)（令和元年度） 内部監査室長 2020年4月1日 5 2025年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

2020年度 内部監査室 業務 監査業務その他 法人文書の廃棄について(原議)（令和2年度） 内部監査室長 2021年4月1日 5 2026年3月31日 紙 内部監査・監事各課書庫 内部監査室長 廃棄

1992年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成4年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

1998年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成10年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2000年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成12年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2001年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成13年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2002年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成14年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2003年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成15年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2004年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成16年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄
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2005年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成17年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2006年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成18年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2007年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成19年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2010年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成22年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2014年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成26年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 監事 廃棄

2017年度 本部監事室（燕労災病院） 監査 監査業務 平成29年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査・監事各室書庫 内部監査室長 廃棄

2017年度 本部内部監査室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成29年度内部監査関連文書 鹿島労災病院管理課長 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 内部監査室長 外部倉庫 廃棄

2014年度 本部内部監査室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成26年度内部監査関連文書 鹿島労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 内部監査室長 外部倉庫 廃棄

2010年度 本部監事室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成22年度監事監査関連文書 鹿島労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 監事室長 外部倉庫 廃棄

2007年度 本部監事室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成19年度監事監査関連文書 鹿島労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 監事室長 外部倉庫 廃棄

2004年度 本部監事室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成16年度監事監査関連文書 鹿島労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 監事室長 外部倉庫 廃棄

2001年度 本部監事室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成13年度監事監査関連文書 鹿島労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 監事室長 外部倉庫 廃棄

1998年度 本部監事室（鹿島労災病院） 監査 監査 平成10年度監事監査関連文書 鹿島労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 監事室長 外部倉庫 廃棄

2014年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（平成26年度） 障害者雇用専門職 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2015年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（平成27年度） 障害者雇用専門職 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2016年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（平成28年度） 障害者雇用専門職 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2017年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（平成29年度） 障害者雇用専門職 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2018年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（平成30年度） 障害者雇用専門職 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2019年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（令和元年度） 障害者雇用専門職 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2020年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（令和２年度） 障害者雇用専門職 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2021年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 原議書（令和３年度） 障害者雇用専門職 2022年4月1日 30 2052年3月31日 電子 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2014年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用改革プロジェクト（平成26年度） 障害者雇用専門職 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2015年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用改革プロジェクト（平成27年度） 障害者雇用専門職 2016年4月1日 10 2026年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2015年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（平成27年度） 障害者雇用専門職 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2016年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（平成28年度） 障害者雇用専門職 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2017年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（平成29年度） 障害者雇用専門職 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2018年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（平成30年度） 障害者雇用専門職 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2019年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（令和元年度） 障害者雇用専門職 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2020年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（令和２年度） 障害者雇用専門職 2021年4月1日 30 2051年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2021年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者雇用状況報告書（令和３年度） 障害者雇用専門職 2022年4月1日 30 2052年3月31日 紙及び電子 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2014年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（平成26年度） 障害者雇用専門職 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2015年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（平成27年度） 障害者雇用専門職 2016年4月1日 30 2046年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2016年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（平成28年度） 障害者雇用専門職 2017年4月1日 30 2047年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2017年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（平成29年度） 障害者雇用専門職 2018年4月1日 30 2048年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2018年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（平成30年度） 障害者雇用専門職 2019年4月1日 30 2049年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2019年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（令和元年度） 障害者雇用専門職 2020年4月1日 30 2050年3月31日 紙 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2019年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（令和２年度） 障害者雇用専門職 2020年4月1日 30 2050年3月31日 電子 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄

2021年度 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用その他 障害者手帳（写）（令和３年度） 障害者雇用専門職 2022年4月1日 30 2052年3月31日 電子 総務各課倉庫（障害者雇用） 障害者雇用専門職 廃棄
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