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総務課 業務運営 学内会議 平成14年　学長候補者選挙関係資料 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 学長選考会議（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（1）（平成16年4月～平成17年3月） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（2）（平成17年4月～平成18年2月） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（3）（平成18年3月～平成18年3月） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（4）（平成18年4月～平成18年11月） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（5）（平成18年12月～平成19年1月） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（6）（平成19年2月～平成19年3月） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（7）（平成19年4月～平成19年11月） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（8）（平成19年12月～平成20年3月） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（9）（平成20年4月～平成20年9月） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（10）（平成20年10月～平成21年3月） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（11）（平成21年4月～平成22年3月） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（12）（平成22年4月～平成23年3月） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（13）（平成23年4月～平成24年3月） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（14）（平成24年4月～平成25年3月） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（15）（平成25年4月～平成26年3月） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（16）（平成26年4月～平成27年3月） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（17）（平成27年4月～平成28年3月） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 教育研究評議会議事要録（18）（平成28年4月～平成29年3月） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 運営委員会議事録（昭和24年8月～昭和26年3月） 総務企画課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 移管

総務課 総務 学内会議 運営委員会議事録（昭和26年4月～昭和28年8月） 総務企画課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 人権問題委員会（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 百周年事業委員会（平成7年2月～） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議員懇談会（昭和51年5月～昭和60年2月） 総務企画課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議員懇談会（昭和60年4月～昭和62年1月） 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（1）　（昭和28年9月～昭和32年3月） 総務企画課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（2）（昭和32年4月～昭和35年3月） 総務企画課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（3）（昭和35年4月～昭和38年3月） 総務企画課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（4）（昭和38年4月～昭和40年3月） 総務企画課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（5）（昭和40年4月～昭和42年3月） 総務企画課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（6）（昭和42年4月～昭和44年3月） 総務企画課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（7）（昭和44年4月～昭和46年3月） 総務企画課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（8）（昭和46年4月～昭和48年3月） 総務企画課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（9）（昭和48年4月～昭和50年3月） 総務企画課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（10）（昭和50年4月～昭和52年3月） 総務企画課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（11）（昭和52年4月～昭和54年3月） 総務企画課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（12）（昭和54年4月～昭和56年3月） 総務企画課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（13）（昭和56年4月～昭和58年3月） 総務企画課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（14）（昭和58年4月～昭和60年3月） 総務企画課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（15）（昭和60年4月～昭和62年3月） 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（16）（昭和62年4月～昭和63年6月） 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（17）（昭和63年7月～平成元年6月） 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（18）（平成元年7月～平成3年1月） 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（19）（平成3年2月～平成4年3月） 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（20）（平成4年4月～平成5年4月） 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（21）（平成5年5月～平成7年2月） 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（22）（平成7年3月～平成9年10月） 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（23）（平成9年10月～平成10年11月） 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（24）（平成10年12月平成12年10月） 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（25）（平成12年11月～平成14年1月） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（26）（平成14年2月～平成15年3月） 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 評議会議事要録（27）（平成15年4月～平成16年3月） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(1)（平成16年4月～平成16年7月） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄
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総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(2)（平成16年8月～平成17年3月） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(3)（平成17年4月～平成18年3月） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(4)（平成18年4月～平成18年11月） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(5)（平成18年12月～平成19年2月） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(6)（平成19年2月～平成19年3月） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(7)（平成19年4月～平成20年3月） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(8)（平成20年4月～平成20年11月） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(9)（平成20年12月～平成21年3月） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(10)（平成21年4月～平成22年3月） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(11)（平成22年4月～平成23年3月） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(12)（平成23年4月～平成24年3月） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(13)（平成24年4月～平成25年3月） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(14)（平成25年4月～平成26年3月） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(15)（平成26年4月～平成27年3月） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(16)（平成27年4月～平成28年3月） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 役員会議事要録(17)（平成28年4月～平成29年3月） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 運営会議（平成15年4月～平成16年3月） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（昭和53年1月～昭和63年7月） 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（昭和63年8月～平成3年3月） 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（平成3年4月～平成4年3月） 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（平成4年4月～平成5年4月） 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（平成5年5月～平成7年2月） 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（平成7年3月～平成9年5月） 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（平成9年6月～平成10年9月） 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長会議（平成10年10月～平成13年3月） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成16年度） 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成17年度） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成18年度） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 部局長等会議（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 大学運営連絡会議（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 大学運営連絡会議（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 大学運営連絡会議（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 名誉博士授与審査委員会（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 名誉博士授与審査委員会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学内会議 名誉博士授与審査委員会（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 国大協関係（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 全国工学系学長懇談会（本学当番）（平成21年5月15日） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 平成19年度近畿地区国立大学長懇談会(本学当番）(平成19年12月7日） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外会議 第50回国立工業大学長懇談会（本学当番）（平成26年10月24日） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学省からの通知・照会等（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学省からの通知・照会等（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学省からの通知・照会等（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学省からの通知・照会等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学省からの通知・照会等（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他機関からの通知・照会等（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他機関からの通知・照会等（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他機関からの通知・照会等（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他機関からの通知・照会等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他機関からの通知・照会等（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他大学からの会議開催通知・照会等（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他大学からの会議開催通知・照会等（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他大学からの会議開催通知・照会等（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他大学からの会議開催通知・照会等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他大学からの会議開催通知・照会等（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 他大学からの会議開催通知・照会等（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 受賞（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄
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総務課 総務 学外通知 受賞（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 受賞（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 受賞（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 受賞（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学大臣表彰（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学大臣表彰（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 学外通知 文部科学大臣表彰（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 卒業式・学位授与式関係（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 入学宣誓式（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 行事 地域共同研究センター竣工式関係（平成5年12月6日） 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 出張 出張伺（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 出張 出張伺（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 出張 出張伺（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 届出 共催等名義使用関係（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 届出 共催等名義使用関係（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 届出 共催等名義使用関係（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成24年度　出勤簿 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成25年度　出勤簿 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成26年度　出勤簿 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成27年度　出勤簿 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成28年度　出勤簿 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成24年度　休暇簿 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成25年度　休暇簿 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成26年度　休暇簿 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成27年度　休暇簿 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成28年度　休暇簿 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成19年度　超過勤務手当 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成20年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成21年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成22年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成23年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成24年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成25年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成26年度　超過勤務手当配分関係 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成27年度　超過勤務手当配分関係 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成24年度　勤務時間管理 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成25年度　勤務時間管理 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成26年度　勤務時間管理 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成27年度　勤務時間管理 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 総務 勤務時間管理 平成28年度　勤務時間管理 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 組織 国立大学法人登記について（平成16年度～） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 組織 業務方法書 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 総務 組織 職員録（昭和26年度） 庶務課長 1951年度 1952年4月1日 常用 未定 紙 総務課事務室 総務課長 移管

総務課 総務 組織 職員録 庶務課長 1955年度 1956年4月1日 常用 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学、京都府立医科大学及び京都府立大学の連携に関する包括協定書 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学、京都府立医科大学、京都府立大学との間における教養教育の共同化及び施設利用の推進に関する覚書 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学と舞鶴工業高等専門学校との協力に関する包括協定書 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学と京都府立大学との間における編入学に関する覚書 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学と京都ノートルダム女子大学との施設等の相互利用に関する覚書 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学と京都ノートルダム女子大学との連携・協力に関する包括協定書 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都工芸繊維大学と京都産業大学の学術交流に関する包括協定書 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 京都府と京都工芸繊維大学との包括協定書 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 大規模災害発生時における近畿地区連携協定 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

3/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

総務課 その他 組織 ３大学連携（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 ３大学連携（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 ３大学連携（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 ３大学連携（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 ３大学連携（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 ３大学連携（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 舞鶴高専関係（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 舞鶴高専関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 舞鶴高専関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 舞鶴高専関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 舞鶴高専関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 ４大学　共同大学院 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 社会連携推進室（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 社会連携推進室（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 社会連携推進室（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 その他 組織 社会連携推進室（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（昭和62年度） 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（昭和63年度） 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成元年度） 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成2年度） 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成3年度） 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成4年度） 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成5年度） 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成6年度） 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成7年度） 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成8年度） 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成9年度） 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成10年度） 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成11年度） 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成12年度） 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成13年度） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成14年度） 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規程関係（平成15年度） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成16年度） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 学内規則（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 規程集に掲載されていない規程等 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 規則等 評議会決定等 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 通知 文部科学省からの通知等（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 通知 文部科学省からの通知等（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 通知 文部科学省からの通知等（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 通知 文部科学省からの通知等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 通知 文部科学省からの通知等（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務等（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務等（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務等（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訟務等（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 訟務 訴訟（損害賠償請求） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 訴訟終了後10年 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 組織 博物館相当施設申請関係（美術工芸資料館） 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 組織 平成26年度　学校教育法・国立大学法人法改正に伴う組織改組 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 組織 平成27年度　学校教育法・国立大学法人法改正に伴う組織改組 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護・法人文書管理監査（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護・法人文書管理監査（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護・法人文書管理監査（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護・法人文書管理研修（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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総務課 法規 法令等 個人情報保護・法人文書管理研修（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護・法人文書管理研修（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 個人情報保護（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開関係(平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開関係(平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開関係(平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開関係(平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開(平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開(平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開(平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 情報公開（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 開示請求(平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 開示請求(平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 開示請求(平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 開示請求(平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 開示請求(平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 諮問(平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 諮問(平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 諮問(平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 法人文書ファイル管理簿 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理(平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理(平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理(平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理(平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理(平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 公文書管理（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年4月1日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 歴史資料等保有施設 総務企画課長 2010年度 未定
指定終了
後10年

未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 著作物使用料関係（平成12年6月） 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 法令等 法制執務支援システム 総務企画課長 2010年度 未定
システム
導入終了

未定 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印簿 総務企画課長 1950年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 総務課事務室 総務課長 移管

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成5年度） 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成6年度） 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成8年度） 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成11年度） 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 3030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成12年度） 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成13年度） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成16年度） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 公印 公印の作成・廃止（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 弁護士 弁護士との法律顧問契約関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 弁護士 弁護士との法律顧問契約関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 弁護士 弁護士との法律顧問契約関係（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 法規 弁護士 弁護士との法律顧問契約関係（平成28年度） 総務企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 新型インフルエンザ 新型インフルエンザ 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 新型インフルエンザ 新型インフルエンザ対策会議 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 新型インフルエンザ 新型インフルエンザ本学ＨＰ 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 新型インフルエンザ 新型インフルエンザ本省通知 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 東日本大震災 東日本大震災関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄
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総務課 危機管理 東日本大震災 備蓄物品・救援物資関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 自衛消防 自衛消防組織（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 自衛消防 自衛消防組織（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 自衛消防 自衛消防組織（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館2階総務課倉庫 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 自衛消防 自衛消防組織（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 自衛消防 自衛消防組織（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 危機管理 自衛消防 自衛消防組織（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙
3号館2階総務課倉
庫

総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター（平成２５年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
3号館2階総務課倉
庫

総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙
3号館2階総務課倉
庫

総務課長 廃棄

総務課 委員会 環境安全委員会 環境安全委員会（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 環境安全保健委員会 環境安全保健委員会（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター作業環境管理専門部会（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター作業環境管理専門部会（平成２５年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター作業環境管理専門部会（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 環境安全委員会 環境安全委員会化学物質専門部会(平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 環境安全保健委員会 環境安全保健委員会化学物質専門部会(平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全管理センター 安全管理センター安全対策専門部会（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成２５年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 EMS委員会 EMS委員会（環境専門委員会、環境マネジメント専門部会、環境監査専門委員会）（平成２５年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 EMS委員会 EMS委員会（環境専門委員会、環境マネジメント専門部会、環境監査専門委員会）（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 ESMS委員会 ESMS委員会（ES専門部会、ESマネジメント部会、ES監査専門部会）（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 ESMS委員会 ESMS委員会（ES専門部会、ESマネジメント部会、ES監査専門部会）（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 環境専門委員会・環境マネジメント専門部会 環境専門委員会、環境マネジメント専門部会（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 委員会 環境監査専門委員会 環境監査専門委員会（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 化学物質管理 化学物質・高圧ガス管理システム（KITCRIS） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 常用 未定 電子媒体 情報科学センターサーバー室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定関係（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄
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総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定（平成２４年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定（平成２５年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 作業環境測定 作業環境測定（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 局所排気装置点検 局所排気装置点検（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 局所排気装置点検 局所排気装置点検（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 局所排気装置点検 局所排気装置点検（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 特別管理物質作業記録 特別管理物質作業記録（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 安全衛生 特別管理物質作業記録 特別管理物質作業記録（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 環境届出 法令に基づく届出（PRTR）(平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 届出 環境届出 法令に基づく届出（PRTR）(平成２５年度） 総務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 環境マネジメント室 総務課長 廃棄

総務課 届出 環境届出 法令に基づく届出（PRTR）(平成２６年度） 総務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 環境届出 法令に基づく届出（PRTR）(平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 環境届出 法令に基づく届出（PRTR）(平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２５年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２６年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２７年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 届出 消防届出 法令に基づく届出（消防）（平成２８年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 業務運営 学内会議 教育研究推進支援機構管理委員会（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 研究科教授会（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 学部教授会（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 学部教授会（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 学部教授会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄
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総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 部門長会議（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 学域長等会議（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 学域長等会議（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 課程長等会議（平成26年度） 総務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士前期課程担当教員会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士前期課程担当教員会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士前期課程担当教員会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士前期課程担当教員会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 博士後期課程担当教員会議（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄
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大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学内会議 専攻長等会議（平成26年度） 総務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（工学系）（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（工学系）（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（工学系）（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（工学系）（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（工学系）（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（農学系）（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（農学系）（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（農学系）（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（農学系）（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 学外会議 学部長学外会議（農学系）（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成16年度） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 教員資格審査（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 人事 博士後期課程教員資格審査（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間割振変更簿・職務専念義務免除（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 欠勤届（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄
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総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 休暇簿（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成27年度） 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 出勤簿（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 超過勤務命令簿（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 超過勤務命令簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）平成23年度 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）平成24年度 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）平成25年度 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）平成26年度 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）平成27年度 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 勤務時間報告書（超過勤務命令簿）平成28年度 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 外勤願（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 外勤願（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 外勤願（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 外勤願（平成27年度） 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 勤務時間管理 外勤願（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張伺（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張伺（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張伺（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張伺（平成27年度） 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張伺（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 研修旅行願（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 研修旅行願（平成27年度） 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 研修旅行願（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張依頼書（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張依頼書（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張依頼書（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張依頼書（平成27年度） 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 出張依頼書（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 旅費管理（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子媒体 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 旅費管理（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子媒体 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 旅費管理（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子媒体 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 旅費管理（平成27年度） 研究科等事務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子媒体 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 出張 旅費管理（平成28年度） 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子媒体 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法に基づく試験研究施設設置者登録（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法に基づく試験研究施設設置者登録（平成25年度） 研究科等事務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法に基づく試験研究施設設置者登録（平成26年度） 研究科等事務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法に基づく試験研究施設設置者登録（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 研究科等事務 向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法に基づく試験研究施設設置者 総務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ３号館事務室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 後援依頼（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 後援依頼（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 後援依頼（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 後援依頼（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 後援依頼（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 プラザKIT利用申請（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 プラザKIT利用申請（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄
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総務課 広報 申請 プラザKIT利用申請（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 プラザKIT利用申請（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 申請 プラザKIT利用申請（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 マスタープラン委員会 評価・情報課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 学内記念行事専門部会 評価・情報課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 記念誌刊行専門部会 評価・情報課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 広報センター（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 広報センター（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 広報センター（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 広報センター（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 広報委員会（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 広報委員会（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 国立大学協会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 国立大学協会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 国立大学協会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 国立大学協会（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 国立大学協会（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 大学コンソーシアム京都（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 大学コンソーシアム京都（平成26年度） 企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 大学コンソーシアム京都（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 規則・マニュアル整備等（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 組織 シンボルマーク商標登録関係 企画課長 2005年度 2006年4月1日 権利が消滅する日に係る特定日以降5年 未定 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 応募・情報提供依頼（学外から本学へ）（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 応募・情報提供依頼（学外から本学へ）（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 応募・情報提供依頼（学外から本学へ）（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 応募・情報提供依頼（学外から本学へ）（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 応募・情報提供依頼（学外から本学へ）（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 広報誌アンケートの回答者データ（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 電子媒体 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 広報誌アンケートの回答者データ（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 電子媒体 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 広報誌アンケートの回答者データ（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 電子媒体 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 大学HPについての問い合わせデータ（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 メール 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 大学HPについての問い合わせデータ（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 メール 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 問い合わせ（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 問い合わせ（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 問い合わせ（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 問い合わせ（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 調査・照会（学内）（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 調査 調査・照会（学内）（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 オープンキャンパス（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 オープンキャンパス（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 オープンキャンパス（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 オープンキャンパス（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 広報誌KIT NEWS送付先一覧 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 電子媒体 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞投げ込み（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞投げ込み（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞投げ込み（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞投げ込み（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞投げ込み（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 文教原稿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 文教原稿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 文教原稿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 文教原稿（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 文教原稿（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 ホームページメンテナンス記録（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 ホームページメンテナンス記録（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 ホームページメンテナンス記録（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 ホームページメンテナンス記録（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 ホームページメンテナンス記録（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 ホームページリニューアル（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞・テレビ等取材関連（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞・テレビ等取材関連（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞・テレビ等取材関連（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞・テレビ等取材関連（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 新聞・テレビ等取材関連（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 報道機関等への情報提供について（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 報道機関等への情報提供について（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 報道機関等への情報提供について（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 報道機関等への情報提供について（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄
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総務課 広報 提供 報道機関等への情報提供について（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学概要【編集用】（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学概要【編集用】（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学概要【編集用】（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学概要【編集用】（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学概要【編集用】（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学案内2014【編集用】（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学案内2015【編集用】（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学案内2016【編集用】（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学案内2017【編集用】（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学案内2018【編集用】（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学院案内2013【編集用】（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学院案内2014【編集用】（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学院案内2015【編集用】（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学院案内2016【編集用】（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 大学院案内2017【編集用】（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 KIT NEWS【編集用】vol.30-32（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 KIT NEWS【編集用】vol.33-35（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 KIT NEWS【編集用】vol.36-38（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 KIT NEWS【編集用】vol.39-41（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 KIT NEWS【編集用】vol.42-44（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学報【編集用】（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学報【編集用】（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学報【編集用】（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学報【編集用】（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学報【編集用】（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学内報「大学の動き」【編集用】（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学内報「大学の動き」【編集用】（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学内報「大学の動き」【編集用】（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学内報「大学の動き」【編集用】（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 提供 学内報「大学の動き」【編集用】（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 広報冊子等 京都高等工芸学校沿革誌　　創立三十周年移設改築落成記念　 不明 1932年度 1933年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 京都高等工芸学校創立四十周年記念論文集 不明 1942年度 1943年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 70年史（京都工芸繊維大学繊維学部） 庶務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 京都工芸繊維大学工芸学部七十年史　紫匂ふ比叡のみ山 庶務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 京都工芸繊維大学繊維学部八十八周年記念誌 庶務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 京都工芸繊維大学百年史 庶務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 大学概要 総務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 KIT NEWS 総務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 学報 庶務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 学内報「大学の動き」 総務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 電子媒体 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 京都工芸繊維大学って？ 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 京都工芸繊維大学60年の歩み 総務企画課長 2009年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 大学案内 入試課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 大学院案内 入試課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 移管

総務課 広報 広報冊子等 工業専門繊維専門沿革略 評価・情報課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

総務課 広報 広報冊子等 大学英文名関係綴 評価・情報課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 総務課広報室 総務課長 廃棄

企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成23年度） 評価・広報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 休暇簿（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成23年度） 評価・広報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 時間外勤務等命令簿（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成23年度） 評価・広報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
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企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出勤簿（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 非常勤職員等申請・届出等（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 非常勤職員等申請・届出等（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 非常勤職員等申請・届出等（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 非常勤職員等申請・届出等（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 非常勤職員等申請・届出等（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出張伺・報告書（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出張伺・報告書（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 勤務管理 出張伺・報告書（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 予算 予算（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 予算 予算（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 予算 予算（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 予算 予算（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 庶務 予算 予算（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 企画運営戦略会議（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略キャビネット（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略キャビネット（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略キャビネット（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略キャビネット（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 機能強化 グローバルCOEプログラム（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 機能強化 グローバルCOEプログラム（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 機能強化 グローバルCOEプログラム（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 その他 将来ビジョン懇話会 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略推進機構戦略推進委員会（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略推進機構戦略推進委員会（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 大学戦略推進機構戦略推進委員会（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 KYOTO Design Lab（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 KYOTO Design Lab（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 学内会議 KYOTO Design Lab（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 協定 大学戦略推進機構（協定・規則）（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 協定 大学戦略推進機構（協定・規則）（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 協定 大学戦略推進機構（協定・規則）（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 協定 協定書・覚書等 企画課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 その他 学長・理事等による学系長面談（平成27年度） 企画戦略課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 その他 学長・理事等による学系長面談（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 その他 インターンシップ及び産学連携の推進に関するプロジェクトチーム 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄

企画戦略課 企画 機能強化 東京芸術大学とのIR連携補助事業（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日
事業終了
後5年

2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄

企画戦略課 企画 その他 京都工芸繊維大学の理念（平成16年度） 総務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 京都工芸繊維大学設置認可申請書（昭和23年度） 庶務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 移管
企画戦略課 学部等設置 申請等 教職員定員について（定員推移表）  （昭和24～平成13年度） 庶務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 移管
企画戦略課 学部等設置 申請等 学科、講座（学科目）、教員定員、学生定員  設置、改正、変更等書類 庶務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 移管
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【短期大学部（昭和26年4月開設）】 庶務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 移管
企画戦略課 学部等設置 申請等 大学設置審議会関係書類（昭和27年度） 庶務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 移管
企画戦略課 学部等設置 申請等 教職公職適格審査関係書類（昭和27年度） 庶務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 移管
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【繊維学部養蚕学科関係（昭和39～45年度）】 庶務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学校認定申請書 庶務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料 庶務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 京都工芸繊維大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程（大学院の課程）認定申請書 庶務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【工学研究科　博士課程】 庶務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【大学院総合研究科博士課程設置等準備委員会】（昭和61～昭和63年度） 庶務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【博士課程　工芸科学研究科】 庶務課長 1986年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【工芸学部 及び 繊維学部の改組 並びに併設短期大学部の転換廃止】 庶務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例実施計画書（平成元年11月） 庶務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【教員資格審査】（平成１年） 庶務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【夜間主コース設置9大学懇談会】 庶務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【工芸学部造形工学科及び繊維学部高分子学科の学生定員変更】 庶務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例実施方法計画書（平成7年12月） 庶務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【平成10年度大学改革】（平成7年～平成9年度） 庶務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【大学院　工芸科学研究科　博士課程　先端ファイブロ科学専攻】 庶務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 設置計画履行状況報告　【先端ファイブロ専攻】（平成10～14年度） 庶務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【デザイン経営工学専攻（修士課程）】 総務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 設置計画履行状況報告　【デザイン経営工学専攻】（平成10年度～15年度）】 総務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 運営諮問会議（平成15年度） 総務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【建築設計学専攻】 総務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【平成18年度教育研究組織改革（工芸科学部設置）】 総務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【バイオベースマテリアル学専攻（博士前期課程）】 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の廃止報告　平成21年度～ 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 設置計画履行状況報告　平成22年度～ 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【工芸科学研究科入学定員検討PT（平成22年度）】 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【バイオベースマテリアル学専攻（博士後期課程）】 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【造形改組及び名称変更並びに生体分子応用化学課程名称変更】 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【工芸科学研究科機械物理学専攻外８専攻】 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【地域創生Tech Program】 企画課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 申請等 学部等の設置に係る資料　【京都工芸繊維大学・チェンマイ大学　国際連携建築学専攻】 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 組織運営検討委員会（平成3年度） 庶務課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 組織運営検討委員会（平成4年度） 庶務課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 組織運営検討委員会（平成5年度） 庶務課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止、転換、再編成による検討状況　(平成5年度) 庶務課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
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企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止、転換、再編成による検討状況　(平成6年度) 庶務課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止、転換、再編成による検討状況　(平成7年度) 庶務課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止、転換、再編成による検討状況　(平成8年度) 庶務課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止、転換、再編成による検討状況　(平成9年度) 庶務課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等（平成10年度） 庶務課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等（平成11年度） 庶務課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等（平成12年度） 総務課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等（平成13年度） 総務課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 大学ビジョン協議会（平成8年度） 庶務課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 大学ビジョン協議会（平成9年度） 庶務課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 大学ビジョン協議会（平成10年度） 庶務課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 基本構想委員会（平成19年度） 総務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年4月1日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 基本構想委員会（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 基本構想委員会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 基本構想委員会（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 学内会議 基本構想委員会（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 通知 大学設置等に係る事務連絡/通知（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 通知 大学設置等に係る事務連絡/通知（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 通知 大学設置等に係る事務連絡/通知（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 通知 大学設置等に係る事務連絡/通知（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 通知 大学設置等に係る事務連絡/通知（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 学部等設置 通知 大学設置等に係る事務連絡/通知（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価委員会（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価委員会（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価委員会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価委員会（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価委員会（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価実務担当者連絡会（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価実務担当者連絡会関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 国立大学法人評価実務担当者連絡会関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 その他 大学評価室（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 その他 大学評価室（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 その他 大学評価室（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 その他 大学評価室（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 その他 大学評価室（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 中期目標・中期計画（第1期中期目標期間、第2期中期目標期間） 総務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 中期目標・中期計画（第2期中期目標期間） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 中期目標・中期計画（第3期中期目標期間） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 年度計画（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 学部等固有の年度計画（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 業務の実績に関する報告書（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 外部評価 外部評価（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 事務局固有の年度計画（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 事務局固有の年度計画（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 事務局固有の年度計画（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 法人評価 中期目標・中期計画進捗管理システム 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 電子媒体 事務局サーバ室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係 学外文書 文部科学省（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係 学外文書 文部科学省（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係 学外文書 文部科学省（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係 学外文書 文部科学省（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係　学外文書　その他機関（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係　学外文書　その他機関（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係　学外文書　その他機関（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係　学外文書　その他機関（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 通知 評価係　学外文書　その他機関（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学基準協会（大学評価関係）（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学基準協会（大学評価関係）（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学基準協会（大学評価関係）（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学基準協会（大学評価関係）（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学基準協会（大学評価関係）（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
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企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成26年度）① 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学評価・学位授与機構（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 評価機関 大学改革支援・学位授与機構（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学情報データベース（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学情報データベース（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学情報データベース（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学情報データベース（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学情報データベース（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 研究評価活動に関する意見交換関係 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 情報収集 大学評価基礎データベースシステム 総務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 電子媒体 事務局サーバ室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 科学技術研究調査（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 学校基本調査（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学における教育内容等の改革状況調査について（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学における教育内容等の改革状況調査について（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学における教育内容等の改革状況調査について（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学における教育内容等の改革状況調査について（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学における教育内容等の改革状況調査について（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学ポートレート（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学ポートレート（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学ポートレート（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学ポートレート（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学ポートレート（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学院に関する文科省からの調査関係（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学院に関する文科省からの調査関係（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学院に関する文科省からの調査関係（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 大学院に関する文科省からの調査関係（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 調査回答関係（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 調査回答関係（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 3号館２F倉庫（N212） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 調査回答関係（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 調査回答関係（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 調査回答関係（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 世界的な大学ランキング（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 世界的な大学ランキング（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 企画 調査 世界的な大学ランキング（平成28年度） 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 情報収集 KPI管理(平成28年度) 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 情報収集 大学評価基礎データベース(平成27年度) 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 大学評価 情報収集 大学評価基礎データベース(平成28年度) 企画戦略課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画戦略課事務室（S201） 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 出張 出張伺（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 出張 出張伺（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 出張 出張伺（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会  総会等資料（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　総会等資料（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　大学評価委員会（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　国際交流委員会（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　国際交流委員会（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　国際交流委員会（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 総務 学外会議 国立大学協会　国際交流委員会（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 秘書 予算 学長裁量経費（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 秘書 予算 学長裁量経費（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 秘書 予算 学長裁量経費（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 秘書 予算 学長裁量経費（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
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企画戦略課 秘書 予算 学長裁量経費（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 秘書 予算 副学長裁量経費（平成24年度） 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
企画戦略課 秘書 予算 副学長裁量経費（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 秘書室 企画戦略課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会記録 人事委員会(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 会議関係(H17) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 会議関係(H18) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 会議関係(H19) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 国における人事制度等に関する説明会(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 国における人事制度等に関する説明会(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 国における人事制度等に関する説明会(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 国における人事制度等に関する説明会(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 国における人事制度等に関する説明会(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 近畿地区人事担当課長会議(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 近畿地区人事担当課長会議(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 近畿地区人事担当課長会議(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 近畿地区人事担当課長会議(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 近畿地区人事担当課長会議(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 人事関係調整委員会(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 人事関係調整委員会(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 人事関係調整委員会(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 人事関係調整委員会(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 会議資料 人事関係調整委員会(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 学外会議関係 文部科学省との人事に関する懇談関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 学外会議関係 文部科学省との人事に関する懇談関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 学外会議関係 文部科学省との人事に関する懇談関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 外国人雇用関係 外国人教師契約書・更改書(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 外国人雇用関係 外国人教師契約書・更改書(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 外国人雇用関係 外国人教師契約書・更改書(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 各種届 各種届出(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 各種届 各種届出(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 各種届 各種届出(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 年俸制関係(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 年俸制関係(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 年俸制関係(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の減額等関係（日割計算・部分休業による減額等）（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の減額等関係（日割計算・部分休業による減額等）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の減額等関係（日割計算・部分休業による減額等）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の減額等関係（日割計算・部分休業による減額等）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の返納関係（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の返納関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の返納関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の返納関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 給与の返納関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 基本給の調整額(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 基本給の調整額(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 基本給の調整額(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 基本給の調整額(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 基本給の調整額(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 給与関係 単身赴任手当返納に係る処理（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 (教員)勤勉手当に係る自己評価書(H19.12) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 (教員)勤勉手当に係る自己評価書(H19.6) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 (教員以外)勤勉手当に係る業務評価(H19.12) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 (教員以外)勤勉手当に係る業務評価(H19.6) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 H19勤勉手当に係る業務評価(教員) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成20年12月期(教員)勤勉手当に係る業務報告及び評価書 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成20年12月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成20年6月期(教員)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成20年6月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 勤勉手当に係る業務評価(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成21年12月期(教員)勤勉手当に係る業務報告及び評価書 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成21年12月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成21年6月期(教員)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成21年6月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 勤勉手当に係る業務評価(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成22年12月期(教員)勤勉手当に係る業務報告及び評価書 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成22年12月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成22年6月期(教員)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成22年6月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 勤勉手当に係る業務評価(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成23年12月期(教員)勤勉手当に係る業務報告及び評価書 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成23年12月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成23年6月期(教員)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成23年6月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成24年12月期(教員)勤勉手当に係る業務報告及び評価書 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成24年12月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成24年6月期(教員)勤勉手当に係る業務評価 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成24年6月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成25年12月期(教員)勤勉手当に係る業務報告及び評価書 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 勤務評価 平成25年12月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成25年6月期(教員)勤勉手当に係る業務評価 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成25年6月期(教員以外)勤勉手当に係る業務評価 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成26年度勤勉手当に係る業務評価1（業務計画書） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成26年度勤勉手当に係る業務評価2（6月期業務報告書） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成26年度勤勉手当に係る業務評価3（12月期業務報告書） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成26年度勤勉手当に係る業務評価4（実施関係、教員以外評価書） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成27年度　教職員の勤務成績評価 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成27年6月期　教員（月給制）　勤務成績評価資料 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成27年6月期　事務職員、技術職員及び看護師　勤務成績評価資料 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成27年12月期　教員（月給制）　勤務成績評価資料 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成27年12月期　事務職員、技術職員及び看護師　勤務成績評価資料 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成27年度　教員（年俸制）　勤務成績評価資料 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成28年度　教職員の勤務成績評価 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成28年6月期　教員（月給制）　勤務成績評価資料 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成28年6月期　事務職員、技術職員及び看護師　勤務成績評価資料 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成28年12月期　教員（月給制）　勤務成績評価資料 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成28年12月期　事務職員、技術職員及び看護師　勤務成績評価資料 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 勤務評価 平成28年度　教員（年俸制）　勤務成績評価資料 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 現況確認関係 現況届(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 現況確認関係 現況届(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 現況確認関係 現況届(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 現況確認関係 現況届(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 現況確認関係 現況届(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出・公表(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への届出(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 役職員の給与関係規則等の改正の届出（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 役職員の給与関係規則等の改正の届出（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 役職員の給与関係規則等の改正の届出（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 退職公務員等の状況等の公表関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 退職公務員等の状況等の公表関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 退職公務員等の状況等の公表関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への人事関係書類の届出関係（理事の届出・幹部職員名簿等）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 公表 文部科学省への人事関係書類の届出関係（理事の届出・幹部職員名簿等）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 再雇用職員 定年退職者再雇用(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 再雇用職員 定年退職者再雇用(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 再雇用職員 定年退職者再雇用(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 再雇用職員 定年退職者再雇用(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 再雇用職員 定年退職者再雇用(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 機関訪問(業務説明会)(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 機関訪問(業務説明会)(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 国立大学法人等職員統一採用試験(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 国立大学法人等職員統一採用試験(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 国立大学法人等職員統一採用試験・業務説明会(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 国立大学法人等職員統一採用試験・業務説明会(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 国立大学法人等職員統一採用試験・業務説明会(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員採用第二次試験(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員採用第二次試験(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員採用第二次試験(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員採用第二次試験(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員採用第二次試験(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員選考採用試験(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員選考採用試験(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 職員選考採用試験(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 技術職員採用試験関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 技術職員採用試験関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 技術職員採用試験関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 採用試験 技術職員採用試験関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成21年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成21年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成21年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価関係(昇給審査会) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成21年1月1日昇給実施関係 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成22年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成22年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成22年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価関係(昇給審査会) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成22年1月1日昇給実施関係 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成23年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成23年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成23年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価関係(昇給審査会) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成23年1月1日昇給実施関係 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成23年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成24年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成24年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価(昇給審査会) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成24年1月1日昇給実施 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成24年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成25年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成25年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成25年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価関係(昇給審査会) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成25年1月1日昇給実施関係 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成26年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成26年1月1日昇給に係る勤務成績評価書(教員以外) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成26年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価関係(昇給審査会) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 昇給評価 平成26年1月1日昇給実施関係 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成27年1月1日昇給に係る勤務成績評価書（教員） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成27年1月1日昇給に係る勤務成績評価書（教員以外） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成27年1月1日昇給実施　昇給に係る勤務成績評価関係（昇給審査会） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成27年1月1日昇給実施関係 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成28年1月1日昇給に係る勤務成績評価書（教員以外） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成28年1月1日昇給実施関係 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 昇給評価 平成29年1月1日昇給実施関係 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 証明 証明願(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 証明 証明願(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 証明 証明願(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 証明 TA就労証明書(H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 賞与関係 期末・勤勉手当(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 賞与関係 期末・勤勉手当(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 賞与関係 期末・勤勉手当(H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 賞与関係 期末・勤勉手当(H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 賞与関係 期末・勤勉手当(H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職(H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職No.1(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職No.1(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職No.2(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 一般職No.2(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職1(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職2(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教育職No.1(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務(教員)(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 兼務関係(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 国からの配置転換に関する書類(近畿農政局：H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用等)書類(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用)書類(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用)書類(H17)　教員 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 人事関係(採用)書類(H17)　事務職員等 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職・転出(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職・転出(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職・転出(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職・転出(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職・転出(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職・転出(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職(転出)(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職勧奨の記録(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 退職関係書類(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H24) 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H25) 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 文部科学省関係機関職員行政実務研修生等(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 併任関係(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 博士前期課程・博士後期課程担当任免（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 博士前期課程・博士後期課程担当任免（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教員選考（再任・昇任・採用）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教員選考（再任・昇任・採用）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教員の教育担当・業務担当（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 教員の教育担当・業務担当（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H12） 人事労務課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H15） 人事労務課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H16） 人事労務課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H17） 人事労務課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H18） 人事労務課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H19） 人事労務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H20） 人事労務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H21） 人事労務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H22） 人事労務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H23） 人事労務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 職員の任免 出向契約関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 職員の任免 技術職員の昇任について（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 身上調書(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 身上調書(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 身上調書(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 人事異動関係(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 人事異動関係(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 人事異動関係(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 人事異動関係(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事異動 人事異動関係(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 入試手当・学位論文審査手当(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 入試手当・学位論文審査手当(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 入試手当・学位論文審査手当(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 入試手当・学位論文審査手当(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 入試手当・学位論文審査手当(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 諸手当認定原議書（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 諸手当認定原議書（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 諸手当認定原議書（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 諸手当認定原議書（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 諸手当認定原議書（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 常勤職員通勤手当認定簿 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 非常勤職員通勤手当認定簿 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 扶養手当認定簿 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 住居手当認定簿 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 手当関係 単身赴任手当認定簿 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 ティーチング・アシスタント(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 ティーチング・アシスタント(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 ティーチング・アシスタント(H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 ティーチング・アシスタント(H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 ティーチング・アシスタント(H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 リサーチ・アシスタント(H24) 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 リサーチ・アシスタント(H25) 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 リサーチ・アシスタント(H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 リサーチ・アシスタント(H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 リサーチ・アシスタント(H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任教員等(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任教員等(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任教員等(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任教員等(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任教員等(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任専門職(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任専門職(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任専門職(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任専門職(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任専門職(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 派遣契約・業務委託(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 派遣契約・業務委託(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 派遣契約・業務委託(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 派遣契約・業務委託(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 派遣契約・業務委託(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師委嘱(依頼)(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師委嘱(依頼)(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師委嘱(発令)(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師委嘱(発令)(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師更新評価(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師更新評価(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師更新評価(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師授業担当計画(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員更新評価(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員更新評価(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員更新評価(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員更新評価(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤職員更新評価(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 外国人研究員関係（H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 外国人研究員関係（H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 外国人研究員関係（H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 外国人研究員関係（H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 外国人研究員関係（H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師労働条件通知書（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師労働条件通知書（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 非常勤講師労働条件通知書（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特任教員等（委嘱型）／シニア・フェロー／フェロー履歴書 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 シニア・フェロー／フェロー（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 URA（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 非常勤職員の任用 特定教職員（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員・学長特別補佐(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 法人役員 役員（理事・監事）・学長特別補佐等(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 名誉教授 名誉教授関係(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係（H20） 人事労務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 役員選考 学長選考関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 予算関係 人件費関係(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 予算関係 人件費関係(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 予算関係 人件費関係(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 予算関係 人件費関係(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 予算関係 人件費関係(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会委員委嘱 委員会委員委嘱(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会委員委嘱 委員会委員委嘱(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会委員委嘱 委員会委員委嘱(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会委員委嘱 委員会委員委嘱(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 委員会委員委嘱 委員会委員委嘱(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H5) 総務企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H6) 総務企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H7) 総務企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(死亡)(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位叙勲(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H24) 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H25) 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 死亡叙位・叙勲(H26) 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(S62) 総務企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(S63) 総務企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H1) 総務企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H2) 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H3) 総務企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H8) 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H9) 総務企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H10) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H11) 総務企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H12) 総務企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H13) 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 叙位・叙勲(生存者)　(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H14) 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H15) 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H16) 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H17) 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H18) 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H24) 総務企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H25) 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H26) 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 生存者叙勲(H27) 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 他大学等からの功績照会（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 他大学等からの功績照会（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 他大学等からの功績照会（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 他大学等からの功績照会（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 叙位・叙勲 他大学等からの功績照会（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き1) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き2) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き3) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き4) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き5) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き6) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き7) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き8) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き9) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き10) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き11) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(手書き12) 総務企画課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(電算前1) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(電算前2) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 旧人事記録・勤務記録(電算前3) 総務企画課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 人事記録　(非常勤職員)S59.8.1～H3.3.31 総務企画課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 人事記録　(非常勤職員)H3.4.1～H9.3.31 総務企画課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 人事記録 教職員個人フォルダ 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 学校教員統計調査(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 学校教員統計調査(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 学校教員統計調査(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 学校教員統計調査(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H19) 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H20) 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H21) 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等関係(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 調査・統計(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 調査・統計(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 調査・統計(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 調査・統計(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 調査関係 調査・統計(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 入構許可証関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 入構許可証関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 入構許可証関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 入構許可証関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 駐車場利用料債権関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 駐車場利用料債権関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 駐車場利用料債権関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 入構管理関係 駐車場口座振替利用承諾書 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 女性研究者研究活動支援事業申請関係 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 女性研究者研究活動支援事業選定機関決定後 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（女性研究者研究活動支援事業）（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（女性研究者研究活動支援事業）（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（女性研究者研究活動支援事業）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 女性研究者研究活動支援事業概算払請求関係（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 女性研究者研究活動支援事業概算払請求関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 女性研究者研究活動支援事業概算払請求関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（女性研究者研究活動支援事業）（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（女性研究者研究活動支援事業）（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（女性研究者研究活動支援事業）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 交付申請書・調書等（テニュアトラック普及・定着事業）（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（テニュアトラック普及・定着事業）（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（テニュアトラック普及・定着事業）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（テニュアトラック普及・定着事業）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 現地訪問調査関係（テニュアトラック普及・定着事業）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業概算払請求関係（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業概算払請求関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業概算払請求関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業概算払請求関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業概算払請求関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（テニュアトラック普及・定着事業）（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（テニュアトラック普及・定着事業）（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（テニュアトラック普及・定着事業）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（テニュアトラック普及・定着事業）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 調書・実績報告書・額の確定調査（テニュアトラック普及・定着事業）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 四半期報告・期末報告書　中間評価調書関係（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 四半期報告・期末報告書　中間評価調書関係（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 四半期報告・期末報告書　中間評価調書関係（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 四半期報告・期末報告書　中間評価調書関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 四半期報告・期末報告書　中間評価調書関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業申請関係（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 テニュアトラック普及・定着事業申請関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 栴檀（SENDAN)プログラム（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課 廃棄
人事労務課 人事 補助金事業 栴檀（SENDAN)プログラム（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課 廃棄
人事労務課 人事 その他 インターンシップ「(財)コンソーシアム京都」(H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 インターンシップ「(財)コンソーシアム京都」(H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 インターンシップ「(財)コンソーシアム京都」(H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 インターンシップ「(財)コンソーシアム京都」(H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 インターンシップ「(財)コンソーシアム京都」(H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 非常勤講師出講届（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 非常勤講師出講届（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 非常勤講師出講届（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 非常勤講師出講届（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 非常勤講師出講届（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 予算資料・資産資料（学内）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 予算資料・資産資料（学内）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 予算資料・資産資料（学内）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 引当外賞与増加見積額算出・賞与引当金算出（決算資料）（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 引当外賞与増加見積額算出・賞与引当金算出（決算資料）（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 引当外賞与増加見積額算出・賞与引当金算出（決算資料）（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H16） 人事労務課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H17） 人事労務課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H18） 人事労務課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H19） 人事労務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H20） 人事労務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H21） 人事労務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H22） 人事労務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H23） 人事労務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H24） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H25） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H26） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H27） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 要領・要領制定・改正（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 人事 その他 障害者雇用関係（H28） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協議関係打ち合わせ　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協約関係　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

23/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 労使協定　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成19年） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成20年） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成21年） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成22年） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成23年） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成24年） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成25年） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成26年） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成27年） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 服務 届出就業規則等　（平成28年） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 勤務時間・休暇等関係　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 週休日の振替簿・代休日　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 職務専念義務免除　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 非常勤職員　欠勤届　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇／特別休暇／育児休業／介護休業　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇／特別休暇／育児休業／介護休業　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 病気休暇　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 特別休暇／育児休業／介護休業　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 休暇簿　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 出勤簿　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 勤務時間管理 超勤命令簿　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 職員健康診断　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 職員健康診断　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 職員健康診断　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 職員健康診断　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 職員健康診断　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 一般健康診断個人票　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 一般健康診断個人票　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 一般健康診断個人票　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 一般健康診断個人票　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 一般健康診断個人票　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【じん肺】（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【じん肺】（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【電離放射線】（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【特定化学物質（特別管理物質）】（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 特殊健康診断個人票【赤外線・紫外線】（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 健康診断結果報告書　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 健康診断結果報告書　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 健康診断結果報告書　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 健康診断結果報告書　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 健康診断結果報告書　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 人間ドック結果　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 人間ドック結果　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 人間ドック結果　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 人間ドック結果　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 人間ドック結果　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 安全衛生 ストレスチェック　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 福利厚生 学内レクリエーション事業　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 福利厚生 学内レクリエーション事業　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 福利厚生 学内レクリエーション事業　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 福利厚生 学内レクリエーション事業　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 福利厚生 学内レクリエーション事業　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄

25/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 学長・役員兼業関係綴　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業　（営利企業）　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係法令　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係法令　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（教育公務員特例法第21条関係）（平成13年度） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（教育公務員特例法第21条関係）（平成14年度） 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（教育公務員特例法第21条関係）（平成15年度） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（国家公務員法第１０４条関係）（平成13年度） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（国家公務員法第１０４条関係）（平成14年度） 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（国家公務員法第１０４条関係）（平成15年度） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（併任関係）（平成13年度） 総務企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（併任関係）（平成14年度） 総務企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業関係（併任関係）（平成15年度） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成15年度） 総務企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成16年度） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 兼業 兼業審査委員会（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払関係　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払関係　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払関係　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払関係　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払関係　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払関係　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 年金等支払　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 国家公務員災害補償　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 国家公務員災害補償　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 国家公務員災害補償　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 国家公務員災害補償　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 災害補償 労災保険証明　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 文部科学省通知　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 文部科学省通知　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 文部科学省通知　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 文部科学省通知　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 文部科学省通知　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 各種調査　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 各種調査　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 各種調査　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 各種調査　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 各種調査　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 毎月勤労統計調査　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 職員 通知・調査 毎月勤労統計調査　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 毎月勤労統計調査　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 毎月勤労統計調査　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 通知・調査 毎月勤労統計調査　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成16年度） 総務企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職金相当額の運営費交付金の積算方法・対象者　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成17年度） 総務企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成18年度） 総務企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 退職手当支給関係綴　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 予算資料　（学内）　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 予算資料　（学内）　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 予算資料　（学内）　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 予算資料　（学内）　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 予算 予算資料　（学内）　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 研修　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 学内研修　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 学内研修　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 学外研修　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 学外研修　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 グローバル人材育成研修　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 グローバル人材育成研修　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 放送大学　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 放送大学　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 研修 放送大学　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 委員会 ハラスメント防止委員会　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 委員会 ハラスメント防止委員会　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 委員会 ハラスメント防止委員会　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 職員証 職員証関係　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 職員証 職員証関係　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 職員 職員証 職員証関係　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 基準給与簿（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 基準給与簿（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 基準給与簿（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 基準給与簿（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 基準給与簿（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 給与関係証明書関係（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 給与関係証明書関係（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 給与関係証明書関係（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 給与関係証明書関係（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 給与 給与関係証明書関係（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 社会保険 健康・厚生年金保険取得届及び喪失届関係（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 社会保険 健康・厚生年金保険取得届及び喪失届関係（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 社会保険 健康・厚生年金保険取得届及び喪失届関係（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 社会保険 健康・厚生年金保険取得届及び喪失届関係（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 社会保険 健康・厚生年金保険取得届及び喪失届関係（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成22年） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成23年） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成24年） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成25年） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成26年） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成27年） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書（平成28年） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成22年） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成23年） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成24年） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成25年） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成26年） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成27年） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 給与所得者の扶養控除等申告書（平成28年） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成22年） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成23年） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成24年） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成25年） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成26年） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成27年） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 源泉徴収票及び給与支払報告関係（平成28年） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成22年） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
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人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成23年） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成24年） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成25年） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成26年） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成27年） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住宅取得控除申告書（平成28年） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税異動届出関係（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H22) 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H23) 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H24) 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H25) 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H26) 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H27) 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）（H28) 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 倉庫（N323） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 税金 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票（写）(平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険関係　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成19年度） 総務企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険関係　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成20年度） 総務企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険関係　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険関係　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（高年齢雇用継続給付）　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成23年度） 総務企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 倉庫（N403） 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 雇用保険 雇用保険（育児休業給付）　（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 調査・統計 その他の調査・諸報告及び通知関係（平成24年度） 人事労務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 調査・統計 その他の調査・諸報告及び通知関係（平成25年度） 人事労務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 調査・統計 その他の調査・諸報告及び通知関係（平成26年度） 人事労務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 調査・統計 その他の調査・諸報告及び通知関係（平成27年度） 人事労務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
人事労務課 給与 調査・統計 その他の調査・諸報告及び通知関係（平成28年度） 人事労務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（家蚕飼料育受託料金規程）（平成1年度） 財務課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成2年度） 財務課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成3年度） 財務課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成4年度） 財務課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成5年度） 財務課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成6年度） 財務課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成7年度） 財務課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成8年度） 財務課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成9年度） 財務課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成10年度） 財務課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成11年度） 財務課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成12年度） 財務課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成13年度） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成14年度） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成15年度） 財務課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成16年度） 財務課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成17年度） 財務課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成18年度） 財務課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計関係規程（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計規程（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計規程（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計規程（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計規程（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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財務課 総務 規程・内規 学内会計規程（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計規程（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成14年度） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 15年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成15年度） 財務課長 2003年度 2004年4月1日 15年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成16年度） 財務課長 2004年度 2005年4月1日 15年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成17年度） 財務課長 2005年度 2006年4月1日 15年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成18年度） 財務課長 2006年度 2007年4月1日 15年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 15年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 15年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 15年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 15年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 規程・内規 学内会計処理及び取扱等通知（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 15年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成14年度） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 15年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成15年度） 財務課長 2003年度 2004年4月1日 15年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成16年度） 財務課長 2004年度 2005年4月1日 15年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成17年度） 財務課長 2005年度 2006年4月1日 15年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成18年度） 財務課長 2006年度 2007年4月1日 15年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成20年度）（旅費に関するアンケート） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成21年度）（会計内部監査チェックシート） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 15年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 15年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 15年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 15年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計内部監査（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 15年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 帳簿・金庫検査（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成9年度会計実地監査（平成9年5月27日～5月28日） 財務課長 1997年度 1998年4月1日 20年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成10年度会計実地監査（平成10年11月26日～11月27日） 財務課長 1998年度 1999年4月1日 20年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成11年度会計検査院実地検査（平成11年5月17日～5月19日） 財務課長 1999年度 2000年4月1日 20年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成12年度会計実地監査（平成12年6月20日～6月21日) 財務課長 2000年度 2001年4月1日 20年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成13年度会計検査院実地検査（平成14年3月4日～3月6日） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成15年度会計実地監査（平成15年8月6日～8月8日) 財務課長 2003年度 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成17年度会計検査院会計実地検査（平成17年11月16日～11月18日） 財務課長 2005年度 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成24年度会計検査院会計実地検査（平成24年12月6日） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 平成20年度会計実地検査調書（平成21年3月4日～3月5日） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計検査院関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成16年度） 財務課長 2004年度 2005年4月1日 15年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成17年度） 財務課長 2005年度 2006年4月1日 15年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成18年度） 財務課長 2006年度 2007年4月1日 15年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 15年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 15年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 15年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 15年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 会計監査人関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 15年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 適正経理推進室関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 適正経理推進室関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 適正経理推進室関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 公的研究費の運営・管理に関する誓約書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 公的研究費の運営・管理に関する誓約書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 公的研究費の運営・管理に関する誓約書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 検査・監査 公的研究費の不正使用について 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成１9年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 文部科学省通達 文部科学省関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 調査・諸報告 調査関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 調査・諸報告 調査関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 調査・諸報告 調査関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 調査・諸報告 調査関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 調査・諸報告 調査関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 予算関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 予算関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 予算関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 予算関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 予算関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 決算（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 決算（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 決算（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 決算（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 予算・決算 決算（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 命免・委嘱 職員命免（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 命免・委嘱 職員命免（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 命免・委嘱 職員命免（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 命免・委嘱 職員命免（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 命免・委嘱 職員命免（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 出張伺（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 出張伺（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 出張伺（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 研修（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 研修（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 研修（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 電波障害関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 電波障害関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 電波障害関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 電波障害関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 電波障害（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（事業部会・運営部会）（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（創立60周年記念事業部会）（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 大学基金委員会（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 渉外 KITクラブ会員名簿 財務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 安全運転管理者（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 安全運転管理者（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 安全運転管理者（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 安全運転管理者（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 安全運転管理者（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車任意保険（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車運転業務（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車運転業務（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 公用自動車 公用自動車運転業務（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 時間外勤務等命令簿（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 時間外勤務等命令簿（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 時間外勤務等命令簿（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 勤務時間（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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財務課 総務 庶務 休暇簿（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 休暇簿（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 出勤簿（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 国立大学法人総合損害保険（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 国立大学法人総合損害保険（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 国立大学法人総合損害保険（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 債主マスタ 財務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 環境マネジメントシステム（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 個人情報保護監査（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 個人情報保護監査（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 個人情報保護監査（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 個人情報保護監査（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 個人情報保護監査（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 法人文書ファイル管理簿（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 法人文書ファイル管理簿（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 法人文書ファイル管理簿（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 法人文書ファイル管理簿（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 法人文書ファイル管理簿（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成24年度）（官報公告等掲載申込書） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成25年度）（官報公告等掲載申込書） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成26年度）（官報公告等掲載申込書） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成27年度）（官報公告等掲載申込書） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成28年度）（官報公告等掲載申込書） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成24年度）（大学ホームページ） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成25年度）（大学ホームページ） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 庶務 庶務（平成26年度）（大学ホームページ） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立学校会計事務打合せ研究会（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立学校会計事務打合せ研究会（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立学校会計事務打合せ研究会（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立学校会計事務打合せ研究会（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 近畿地区国立学校会計事務打合せ研究会（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 学外会議（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 学外会議（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 学外会議（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 学外会議（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 総務 学外会議 学外会議（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 経営協議会（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 財務委員会（平成２４年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 財務委員会（平成２５年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 財務委員会（平成２６年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 財務委員会（平成２７年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 委員会等 財務委員会（平成２８年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成9年度） 財務課長 1997年度 1998年4月1日 20年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成10年度） 財務課長 1998年度 1999年4月1日 20年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成11年度） 財務課長 1999年度 2000年4月1日 20年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成12年度） 財務課長 2000年度 2001年4月1日 20年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成13年度） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成14年度） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成15年度） 財務課長 2003年度 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成16年度） 財務課長 2004年度 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成17年度） 財務課長 2005年度 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成18年度） 財務課長 2006年度 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 概算要求 概算要求に関する決裁文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 学内要求書・所要額等に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 学内要求書・所要額等に関する文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 学内要求書・所要額等に関する文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 学内要求書・所要額等に関する文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 学内要求書・所要額等に関する文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 予算の繰越計画書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 予算の繰越計画書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 予算の繰越計画書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 予算の繰越計画書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 予算の繰越計画書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成19年度計画分） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成20年度計画分） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成21年度計画分） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成22年度計画分） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成23年度計画分） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成24年度計画分） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成25年度計画分） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成26年度計画分） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成27年度計画分） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成28年度計画分） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 年度計画(予算・収支計画・資金計画)関係（平成29年度計画分） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算関係 学生臨時増募関係調書(昭和59年度～平成10年度) 財務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 調査・諸報告 公共事業等施行状況調に関する決裁文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 差引簿 支出負担行為差引簿（平成14年度） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄 延長中
財務課 予算・決算 差引簿 支出負担行為差引簿（平成15年度） 財務課長 2003年度 2004年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄 延長中
財務課 予算・決算 差引簿 支出負担行為差引簿（平成16年度） 財務課長 2004年度 2005年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄 延長中
財務課 予算・決算 文科省往復 文部科学省往復文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 文科省往復 文部科学省往復文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 文科省往復 文部科学省往復文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 文科省往復 文部科学省往復文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 文科省往復 文部科学省往復文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算配分 予算配分に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算配分 予算配分に関する文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算配分 予算配分に関する文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算配分 予算配分に関する文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 予算配分 予算配分に関する文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務諸表等に関する文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務担当理事提出文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務担当理事提出文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務担当理事提出文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 決算関係 財務担当理事提出文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 計算証明 計算証明に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 計算証明 計算証明に関する文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 計算証明 計算証明に関する文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 計算証明 計算証明に関する文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 計算証明 計算証明に関する文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 消費税 消費税の申告に関する文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 財務関係 財務方針に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 財務関係 財務分析に関する文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 調査・諸報告 財務に関する調査文書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 調査・諸報告 財務に関する調査文書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 調査・諸報告 財務に関する調査文書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 調査・諸報告 財務に関する調査文書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 調査・諸報告 財務に関する調査文書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 仮設物 仮設物台帳 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 寄附関係（昭和33年3月起） 財務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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財務課 資産管理 国有財産管理等 寄附関係（昭和49年度起） 財務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 寄附関係（平成11年度～） 財務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 国有財産売払関係（昭和46年～昭和47年） 財務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 旧繊維学部跡地売払処分関係1（42.8～46.11） 財務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 旧繊維学部跡地売払処分関係2（47.1～49.5） 財務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 旧繊維学部跡地売払に関する経過報告 財務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 旧本部庁舎土地、建物処分関係1（42.6～46.6） 財務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 旧本部庁舎土地、建物処分関係2（46.11～54.4） 財務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（吉田団地）(45.6～H16.3) 財務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（嵯峨団地）（昭和43年度～昭和63年度） 財務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（嵯峨団地）（平成2年度～） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（松ヶ崎団地）（昭和42年度～昭和59年度） 財務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（松ヶ崎団地）（昭和60年度～平成元年度） 財務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（松ヶ崎団地）（平成2年度～平成10年度） 財務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（松ヶ崎団地）（平成11年度～） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（第二農場、旧本部、旧繊維学部、工芸学部寄宿舎） 財務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 境界確定（等持院宿舎）(39.12～H5.8) 財務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 建物寄附関係（昭和15年度） 財務課長 1940年度 1941年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 移管
財務課 資産管理 国有財産管理等 工芸学部寄宿舎購入関係（昭和27年） 財務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 移管
財務課 資産管理 国有財産管理等 国有財産取得協議関係（昭和37年度～昭和38年度） 財務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 国有財産取得協議関係（昭和41年度～昭和43年度） 財務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 国有財産取得協議関係（昭和44年起） 財務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 国有財産取得協議関係（平成元年度～平成6年度） 財務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 国有財産取得協議関係（平成7年度～） 財務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 紫叡寮売払関係1（58.2～60.1） 財務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 紫叡寮売払関係2（60.2） 財務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 舟岡邸買収関係（昭和50年度） 財務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 西部構内（一）所管換関係（一）（昭和63年10月～平成元年6月） 財務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 西部構内（一）所管換関係（二）（平成元年11月～平成2年8月） 財務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 西部構内（一）土地　都市計画道路用地売払関係（平成8年度） 財務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 繊維学部（一）境界確定関係（43.7～43.12） 財務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 繊維学部（一）境界査定、境界明示（43.9～44.7） 財務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 繊維学部（一）登記関係（43.11～45.10） 財務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 繊維学部第一農場境界明示、境界確定、境界査定関係（42.2～43.2） 財務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 繊維学部第一農場土地所管換関係（昭和31年～昭和32年） 財務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 繊維学部敷地購入関係（昭和28年10月） 財務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 移管
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（一）（39.3～40.2） 財務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（二）（40.2～40.3） 財務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（三）（40.3） 財務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（四）（40.5～40.11） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（五）（40.9～41.3） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（六）（41.3～41.11） 財務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（七）（41.11～42.9） 財務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係（八）（42.10） 財務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学施設整備統合用地買収関係経緯（昭和44年10月） 財務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学統合整備敷地購入関係（昭和39年3月起） 財務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 大学敷地購入関係（別冊1号）（昭和39年度起） 財務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 第一農場土地等関係（昭和42年起） 財務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 登記簿謄本（等持院）（昭和60年2月～） 財務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 登記未完了（寄附分）関係（昭和61年11月～昭和63年2月） 財務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 土地収用関係（一）（昭和44年12月起） 財務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 土地収用関係（45.7～46.5） 財務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 土地収用関係（46.3～47.2） 財務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 東部、西部構内（一）（都市計画道路予定地）売払関係（昭和62年度） 財務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 東部構内（都市計画道路予定地）売払関係（昭和60年度） 財務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 東部構内（都市計画道路予定地）売払関係（昭和61年度） 財務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 等持院宿舎所管換関係（昭和58年3月～平成8年6月） 財務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 道路所管換関係（松ヶ崎橋上町、鞍馬田町）（昭和47年～昭和49年） 財務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 農場土地売払・交換関係ー1（昭和40年10月起） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 農場土地売払・交換関係ー2（昭和40年10月起） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 農場土地売払・交換関係ー3（昭和40年10月起） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 農場土地売払・交換関係ー4（昭和40年10月起） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 農場土地売払・交換関係ー5（昭和40年10月起） 財務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 敷地買収関係（工芸学部）（昭和16年度） 財務課長 1941年度 1942年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 移管
財務課 資産管理 国有財産管理等 普通財産（旧本部跡地）売買契約関係（43.11～54.3） 財務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 普通財産（繊維学部外跡地）売買契約関係（49.4） 財務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 附属農場土地購入関係（昭和34年起） 財務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産管理等 本部土地建物購入関係（昭和32年度） 財務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産使用・貸付 国有財産使用許可（平成14年度） 財務課長 2002年度 2003年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄 延長中
財務課 資産管理 国有財産使用・貸付 国有財産使用許可（ディーディーアイポケット（株））（平成12年8月～） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産使用・貸付 国有財産使用許可（日本電信電話（株））（平成8年4月～） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（行政財産）台帳2ー1 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（行政財産）台帳2－2 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（行政財産）台帳3 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（行政財産）台帳4 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（行政財産）台帳付属図面（1） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（行政財産）台帳付属図面（2） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（普通財産）台帳 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 国有財産台帳 国有財産（普通財産）台帳（特許権） 財務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 宿舎 宿舎現況記録 財務課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 宿舎 職員宿舎（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 使用貸借関係・無償貸付関係 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成１９年度・２０年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品不用決定関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品現状調査（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 物品移管関係 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 寄附物品関係 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 物品 近畿経済産業局無償貸付関係 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 電話加入権の売却について（H20.7～H21.1) 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 里道・水路の所管換関係№1 財務課長 不明 不明 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 里道・水路の所管換関係№2 財務課長 不明 不明 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 里道・水路の所管換関係№3 財務課長 不明 不明 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 里道・水路の所管換関係№4 財務課長 不明 不明 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 里道・水路の所管換関係№5 財務課長 不明 不明 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成１９年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成２０年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成２１年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成２２年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成２３年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 財産貸付関係（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 資産評価報告書（土地・建物など）　Ｈ16.3調査 財務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 資産評価報告書（松ヶ崎修理式町）　Ｈ22.3調査 財務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 資産評価報告書（大将軍団地）　Ｈ22.3調査 財務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 資産評価報告書（船舶）　Ｈ16.3調査 財務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 建物表示登記嘱託報告書　Ｈ16.3調査 財務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 西陣・等持院合同宿舎（立木竹）　Ｈ16.3調査 財務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 土地・建物長期貸付契約（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 国立大学法人施行規則第14条に係る償却資産の指定について（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 不動産交換取引関係 財務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 松ヶ崎学生館関係 財務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 京都ノートルダム女子大学関係 財務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 ノートルダム館建物及び物品譲渡契約 財務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 資産管理 財産管理 北京都分校　不動産取得関係 財務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 振替伝票 振替伝票（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 支出決定決議書（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 支出決定決議書（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 支出決定決議書（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 支出決定決議書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 支出決定決議書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 支出決定決議書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 債務計上票（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 債務計上票（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 経費精算書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 予算・決算 支出決議書 経費精算書（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 科学研究費 科学研究費収支簿(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 科学研究費 科学研究費収支簿(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 科学研究費 科学研究費収支簿(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 債権管理 債権発生通知書(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 債権管理 債権発生通知書(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 債権管理 債権発生通知書(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 債権管理 債権発生通知書(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 債権管理 債権発生通知書(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 債権管理 授業料マスタ 財務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
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財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金収入報告書及び債権消滅通知書(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 領収済報告書及び債権消滅通知書(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 領収済報告書及び債権消滅通知書(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 領収済報告書及び債権消滅通知書(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 領収済報告書及び債権消滅通知書(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 領収済報告書及び債権消滅通知書(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金出納簿(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 現金領収証書受払簿(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子媒体 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 徴収済額報告書(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 徴収済額報告書(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 徴収済額報告書・徴収簿(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 徴収済額報告書・徴収簿(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 徴収済額報告書・徴収簿(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 即履行決定決議書(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 債権計上票(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 債権計上票(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 収入契約決議書(平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 寄付金（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 寄付金（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 寄付金（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 寄付金（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 収入 寄付金（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 総合振込一覧表（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 総合振込一覧表（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 総合振込一覧表（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 総合振込一覧表（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 総合振込一覧表（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 出金伝票（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 出金伝票（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 出金伝票（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 出金伝票（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 出金伝票（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 取引照会リスト（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 取引照会リスト（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 取引照会リスト（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 取引照会リスト（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 取引照会リスト（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
財務課 出納 支出 振込受付明細表（平成28年度） 財務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
経理課 総務 渉外 経理課職員出張伺（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 渉外 経理課職員出張伺（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間関係（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
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経理課 総務 庶務 勤務時間関係（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間関係（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間関係（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 勤務時間（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 休暇簿（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成19年度） 財務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成21年度） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 財務課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 財務課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 財務課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 経理課事務室 財務課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 出勤簿（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 ESMS関係（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 ESMS関係（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 庶務（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 総務 庶務 庶務（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 支出決議書 平成24年度支出決議支払計算書に関する決裁文書（附属書類）【科学研究費補助金】 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 支出決議書 平成25年度支出決議支払計算書に関する決裁文書（附属書類）【科学研究費補助金】 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 支出決議書 平成26年度支出決議支払計算書に関する決裁文書（附属書類）【科学研究費補助金】 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 支出決議書 平成27年度支出決議支払計算書に関する決裁文書（附属書類）【科学研究費補助金】 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 財務課長 廃棄
経理課 契約 支出決議書 平成28年度支出決議支払計算書に関する決裁文書（附属書類）【科学研究費補助金】 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 財務課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成22年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成23年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 給与所得者の扶養控除申告書（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 口座振込依頼書（平成24年度）１ 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 口座振込依頼書（平成25年度）１ 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 口座振込依頼書（平成26年度）１ 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 口座振込依頼書（平成27年度）１ 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 謝金・旅費 口座振込依頼書（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 電気 固定資産の使用許可に付帯する電気使用料の負担について（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
経理課 契約 調査・諸報告 各種調査報告（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 調査・諸報告 各種調査報告（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 調査・諸報告 各種調査報告（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 官公需 官公需関係書類（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 官公需 官公需関係書類（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 官公需 官公需関係書類（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 官公需 官公需関係書類（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 官公需 官公需関係書類（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 環境物品 環境物品の調達関係書類（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 環境物品 環境物品の調達関係書類（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 環境物品 環境物品の調達関係書類（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 環境物品 環境物品の調達関係書類（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 環境物品 環境物品の調達関係書類（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚染負荷量 汚染負荷量賦課金申告書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚染負荷量 汚染負荷量賦課金申告書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚染負荷量 汚染負荷量賦課金申告書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚染負荷量 汚染負荷量賦課金申告書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚染負荷量 汚染負荷量賦課金申告書（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 障害者就労施設等からの物品調達関係（H26年度） 経理課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 障害者就労施設等からの物品調達関係（H27年度） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 障害者就労施設等からの物品調達関係（H28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚水排水量申請 使用水量と異なる汚水排水量申請関係書類（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚水排水量申請 使用水量と異なる汚水排水量申請関係書類（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚水排水量申請 使用水量と異なる汚水排水量申請関係書類（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚水排水量申請 使用水量と異なる汚水排水量申請関係書類（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 汚水排水量申請 使用水量と異なる汚水排水量申請関係書類（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 会議費 会議実施伺（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 会議費 会議実施伺（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 会議費 会議実施伺（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 会議費 会議実施伺（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 会議費 会議実施伺（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 タクシー タクシー乗車券請求書（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 タクシー タクシー乗車券請求書（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 タクシー タクシー乗車券請求書（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 タクシー タクシー乗車券請求書（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 タクシー タクシー乗車券請求書（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
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経理課 契約 試験研究用アルコール 試験研究用アルコール（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 試験研究用アルコール 試験研究用アルコール（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 試験研究用アルコール 試験研究用アルコール（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 試験研究用アルコール 試験研究用アルコール（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 試験研究用アルコール 試験研究用アルコール（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 廃棄物 廃棄物関連法令集 財務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 無期限 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 廃棄物 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 廃棄物 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 廃棄物 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 廃棄物 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 廃棄物 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成24年度）（法人運営費）①～⑥ 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成24年度）（科研費） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成24年度）（寄付金） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成24年度）（受託研究費・補助金） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成25年度）（法人運営費）①～⑥ 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成25年度）（科研費） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成25年度）（寄付金） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成25年度）（受託研究費・補助金） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成26年度）（法人運営費） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成26年度）（科研費） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成26年度）（寄付金） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成26年度）（受託研究費・補助金） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成27年度）①～⑤ 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 発注書（平成28年度）①～⑨ 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 基本契約 基本契約書①～③ 財務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 無期限 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 年間契約 単価契約（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 年間契約 単価契約（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 年間契約 単価契約（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 年間契約 単価契約（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 年間契約 単価契約（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 役務契約（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 役務契約（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 役務契約（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 役務契約（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 役務契約（平成28年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 契約関係（平成24年度） 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 契約関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 物品供給契約（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 物品供給契約（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 清掃業務一式の契約（平成23・24年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 契約期間満了後5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 清掃業務一式の契約（平成25・26年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 契約期間満了後5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 清掃業務一式の契約（平成27・28年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 契約期間満了後5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 清掃業務一式の契約（平成29・30年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 京都工芸繊維大学附属図書館業務委託（平成23・24年度） 財務課長 2011年度 2012年4月1日 契約期間満了後5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 京都工芸繊維大学附属図書館業務委託（平成25・26年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 契約期間満了後5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 京都工芸繊維大学附属図書館業務委託（平成27・28年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 契約期間満了後5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 京都工芸繊維大学附属図書館業務委託（平成29・30年度） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電気需給契約（松ヶ崎）（H22.10～25.9） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 契約期間満了後5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 電気需給契約（嵯峨）（H23.4～25.9） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 契約期間満了後5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電気需給契約（松ヶ崎・嵯峨）（H25.10～28.9） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 契約期間満了後5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電気需給契約（松ヶ崎・嵯峨H28.10～H31.9） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2025年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 電気需給契約（京丹後H28.12～H31.11） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2025年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 ガス需給契約（松ヶ崎H29.4～H30.3） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電子計算機システム（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 高速基幹情報ネットワークシステム（平成20年度） 財務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 事務・図書館用電子計算機システム（H22.3～H26.2） 財務課長 2009年度 2010年4月1日 契約期間満了後5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 教育用電子計算機システム（H23.3～H26.2） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 契約期間満了後5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 情報基盤計算機システム（H26.3～H30.2） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 契約期間満了後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 財務会計システム　一式（H27～H31） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 契約期間満了後5年 2025年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 賃貸借契約 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス入構車両管理システム（H23～27） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 契約期間満了後5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 役務契約 警備等業務（平成23～25年度） 財務課長 2010年度 2011年4月1日 契約期間満了後5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 真空蒸着装置 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 ＭＢＥ成長装置チャンバー 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 フェムト秒ストリークカメラ装置一式 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 顕微紫外・可視・赤外分光光度計システム 財務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 光合成機能解析システム 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 近接場蛍光分光システム 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 小型Ｘ線散乱測定システム 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 材料表面粘弾性測定装置 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 遠隔講義システム 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 ナノ構造評価前処理装置 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 熱分解ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 複合材料用三次元組物作製装置 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 精密３次元測定機 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 レーザー検出式３Ｄ走査型プローブ顕微鏡システム 財務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 カラー３次元表面形状解析システム　一式 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 コンピュータグラフィックス・３Ｄモデリングシステム　一式 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 Ｘ線光電子分光装置　一式 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 デジタルファブリケーションシステム　一式 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 マイクロＸ線ＣＴシステム　一式 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 超精密非接触3次元表面形状測定システム 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 木材、金属加工システム　一式 財務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 遺伝子解析システム　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 超多機能多工程集約複合加工機ベースマシン　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 走査型プローブ顕微鏡　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 ネットワーク・サーバ　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
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経理課 契約 物品供給契約 英国Royal Society of Chemistry社発行電子ジャーナル 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 微量元素分析システム　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 卓上型ガスクロマトグラフ質量分析計　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 京都工芸繊維大学公式ＨＰリニューアル　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 Wiley-Blackwell社発行電子ジャーナル 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 ACS社発行電子ジャーナル 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 レオメーター　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 熱重量測定装置　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 コンパクトフェムト秒グリーンレーザー装置　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 超微小硬度計　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 共焦点レーザー顕微鏡　一式 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 微細レーザー加工ユニット 経理課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 トイレットペーパー（H28.4～H29.3） 経理課長 2015年度 2016年4月1日 契約期間満了後5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 ５軸制御加工システム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 ネットワーク化システム開発環境 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電力ルーティングシステム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電力フローモニタリングシステム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 電波暗室 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 絶縁膜製作装置 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 政府調達契約 高周波測定システム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 卓上電子顕微鏡装置システム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 時間核磁気共鳴装置 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 液体窒素（H29.4～H31.3） 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2024年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 精密万能試験機 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 卓上顕微鏡システム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 Wiley-Blackwell社発行電子ジャーナル 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 繊維直接投入射出成形システム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 熱可塑性樹脂複合材成形装置 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 非接触式レオメーター 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 立体編成型横編機 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 American Chemical Society社発行電子ジャーナル 経理課長 2016年度 2017年4月1日 契約期間満了後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 超多機能多工程集約複合加工機用超精密主軸 経理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 電力システム挙動シミュレーター 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 熱可塑性樹脂複合材引抜装置 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 竪型射出成型装置 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 建築用中距離３Dスキャナー 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄
経理課 契約 物品供給契約 電磁干渉測定システム 経理課長 2016年度 2017年4月1日 納品後5年 2023年3月31日 紙 経理課事務室 経理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進実務担当者連絡会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進実務担当者連絡会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進実務担当者連絡会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進実務担当者連絡会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 近畿地区国立大学法人等情報化推進実務担当者連絡会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 国立大学法人等情報化発表会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 国立大学法人等情報化発表会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 国立大学法人等情報化発表会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 国立大学法人等情報化発表会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 国立大学法人等情報化発表会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 情報化推進委員会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 情報化推進委員会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 情報化推進委員会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 情報化推進委員会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 大学ICT推進協議会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 大学ICT推進協議会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 大学ICT推進協議会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 大学ICT推進協議会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 大学ICT推進協議会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 会議 情報統括室（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター運営委員会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター運営委員会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター運営委員会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター運営委員会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター運営委員会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター内会議（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター内会議（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター内会議（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター内会議（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 情報科学センター 情報科学センター内会議（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 講習会 情報セキュリティ講習会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 講習会 情報セキュリティ講習会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 講習会 情報セキュリティ講習会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄
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情報管理課 情報管理 講習会 情報セキュリティ講習会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 講習会 情報セキュリティ講習会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 NetAcademy学習者情報（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子媒体 図書館サーバ室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 NetAcademy学習者情報（平成25年度） 評価・情報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子媒体 図書館サーバ室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 NetAcademy学習者情報（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子媒体 図書館サーバ室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 NetAcademy学習者情報（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子媒体 図書館サーバ室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 サイボウズユーザー情報 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 電子媒体 事務局サーバ室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 作業報告書（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 作業報告書（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 作業報告書（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 作業報告書（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 作業報告書（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 システム開発／変更計画書 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 メーリングリスト利用申請書（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 メーリングリスト利用申請書（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 メーリングリスト利用申請書（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 メーリングリスト利用申請書（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 メーリングリスト利用申請書（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 情報科学センター 申請・届け出（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 情報科学センター 申請・届け出（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 情報科学センター 申請・届け出（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 情報科学センター 申請・届け出（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 申請 情報科学センター 申請・届け出（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 人事 非常勤職員 非常勤職員申請・届出（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 IT監査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 IT監査（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 IT監査（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 IT監査（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 IT監査（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 監査報告書における監事意見に対する取組状況（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 監査報告書における監事意見に対する取組状況（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 監査報告書における監事意見に対する取組状況（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 監査報告書における監事意見に対する取組状況（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 個人情報保護監査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 個人情報保護監査（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 個人情報保護監査（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 個人情報保護監査（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 個人情報保護監査（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 法人文書管理（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 法人文書管理（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 法人文書管理（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 法人文書管理（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 監査 法人文書管理（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 休暇簿（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月1日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月1日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 時間外勤務等命令簿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月1日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 勤務時間（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 勤務時間（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄
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情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 出勤簿（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休関係（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休関係（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休関係（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休関係（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 一階倉庫 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休関係（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 出張 出張伺（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 出張 出張伺（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 出張 出張伺（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 総務 規則改正等（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 総務 規則改正等（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 総務 規則改正等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 総務 規則改正等（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 調査・アンケート（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 調査・アンケート（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 調査・アンケート（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 調査・アンケート（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 調査・アンケート（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 独立行政法人等の情報セキュリティ対策に関する調査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 文部科学省提出書類（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 文部科学省提出書類（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 文部科学省提出書類（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 文部科学省提出書類（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 文部科学省提出書類（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 学術情報基盤実態調査《コンピューター及びネットワーク編》（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 学術情報基盤実態調査《コンピューター及びネットワーク編》（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 学術情報基盤実態調査《コンピューター及びネットワーク編》（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 学術情報基盤実態調査（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 学術情報基盤実態調査（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 科学技術・学術活動実態調査（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 科学技術・学術活動実態調査（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 科学技術・学術活動実態調査（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 科学技術・学術活動実態調査（平成22年度） 総務企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 科学技術・学術活動実態調査（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 調査・報告 科学技術・学術活動実態調査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 文部科学省 諸通知（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 文部科学省 諸通知（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 文部科学省 諸通知（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 文部科学省 諸通知（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 文部科学省 諸通知（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 情報管理課事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 学生図書選書ワーキンググループ関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 学生図書選書ワーキンググループ関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 学生図書選書ワーキンググループ関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 学生図書選書ワーキンググループ関係綴（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 学生図書選書ワーキンググループ関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 電子ジャーナル等選定ワーキンググループ関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 電子ジャーナル等選定ワーキンググループ関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 電子ジャーナル等選定ワーキンググループ関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 電子ジャーナル等選定ワーキンググループ関係綴（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 ＷＧ 電子ジャーナル等選定ワーキンググループ関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄
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情報管理課 会議 委員会 紀要委員会関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 紀要委員会関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 紀要委員会関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 紀要委員会関係綴（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 紀要委員会関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会関係綴（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会近畿地区協会関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会近畿地区協会関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会近畿地区協会関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会近畿地区協会関係綴（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 国立大学図書館協会近畿地区協会関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 附属図書館管理運営委員会関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 附属図書館管理運営委員会関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 附属図書館管理運営委員会関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 附属図書館管理運営委員会関係綴（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 附属図書館管理運営委員会関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 国立情報学研究所 国立情報学研究所関係綴（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 国立情報学研究所 国立情報学研究所関係綴（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 国立情報学研究所 国立情報学研究所関係綴（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 関係機関 国立情報学研究所 国立情報学研究所関係綴（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 情報管理 情報管理 図書館利用者ファイル 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 電子媒体 事務局サーバ室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 寄付 資料寄附申込書及び寄贈関連書類（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 寄付 資料寄附申込書及び寄贈関連書類（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 寄付 資料寄附申込書及び寄贈関連書類（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 寄付 資料寄附申込書及び寄贈関連書類（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 寄付 資料寄附申込書及び寄贈関連書類（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 撮影・掲載・貸付 写真撮影及び掲載、貸付許可関連書類（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 撮影・掲載・貸付 写真撮影及び掲載、貸付許可関連書類（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 撮影・掲載・貸付 写真撮影及び掲載、貸付許可関連書類（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 撮影・掲載・貸付 写真撮影及び掲載、貸付許可関連書類（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 撮影・掲載・貸付 写真撮影及び掲載、貸付許可関連書類（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 相互利用 全頁複写許可願関連書類（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 相互利用 全頁複写許可願関連書類（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 図書 相互利用 全頁複写許可願関連書類（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 学術情報基盤実態調査《大学図書館編》（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 学術情報基盤実態調査《大学図書館編》（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 学術情報基盤実態調査《大学図書館編》（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 学術情報基盤実態調査《大学図書館編》（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 学術情報基盤実態調査《大学図書館編》（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 図書館及び図書館資料に関する諸調査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 図書館及び図書館資料に関する諸調査（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 図書館及び図書館資料に関する諸調査（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 図書館及び図書館資料に関する諸調査（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査 統計 図書館及び図書館資料に関する諸調査（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附属図書館事務室 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 出張 出張伺（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 出張 出張伺（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 勤務時間管理 振替・週休（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 美術工芸資料館運営委員会（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 美術工芸資料館運営委員会（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 美術工芸資料館運営委員会（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 美術工芸資料館運営委員会（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会議 委員会 美術工芸資料館運営委員会（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化芸術振興費補助金（平成23年度） 評価・広報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化芸術振興費補助金（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化芸術振興費補助金（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化芸術振興費補助金（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化芸術振興費補助金（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化庁補助金関係（平成25年度） 財務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化庁補助金関係（平成26年度） 財務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化庁補助金関係（平成27年度） 財務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 会計 補助金 文化庁委託事業及び補助金（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 企画 組織 蔵品目録1987　京都工芸繊維大学美術工芸資料館 評価・情報課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 資料館 情報管理課長 廃棄
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情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込関係（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込関係（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込関係（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 寄付 物品（美術工芸品）寄付申込関係（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可関係（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可関係（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可関係（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 掲載 美術工芸品掲載許可関係（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出関係（平成19年度） 評価・情報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出関係（平成20年度） 評価・情報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出関係（平成21年度） 評価・情報課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 美術工芸品 貸出 美術工芸品貸出関係（平成22年度） 評価・情報課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 各種調査・アンケート等（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 調査・報告 調査・報告 各種調査・アンケート等（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 総務 予算 予算（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 通知 諸通知（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄

情報管理課 通知 通知 諸通知（平成28年度） 情報管理課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 資料館 情報管理課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境・施設 環境・施設委員会（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境・施設 環境・施設委員会（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境・施設 環境・施設委員会（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境・施設 環境・施設委員会（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境・施設 施設委員会（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 エネルギー管理 エネルギー管理専門部会（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 エネルギー管理 エネルギー管理専門部会（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 エネルギー管理 エネルギー管理専門部会（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 エネルギー管理 エネルギー管理専門部会（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境科学センター 環境科学センター運営委員会（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境科学センター 環境科学センター運営委員会（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境科学センター 環境科学センター運営委員会（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境科学センター 環境科学センター運営委員会（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 環境科学センター 環境科学センター運営委員会（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 入札監視委員会 京滋地区　4国立大学法人公共工事入札監視委員会（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 入札監視委員会 京滋地区　4国立大学法人公共工事入札監視委員会（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 入札監視委員会 京滋地区　4国立大学法人公共工事入札監視委員会（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 委員会 入札監視委員会 京滋地区　4国立大学法人公共工事入札監視委員会（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 文部科学省 文科省文教施設企画部通知（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 文部科学省 文部科学省　通知（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 文部科学省 文部科学省　通知（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 文部科学省 文部科学省　通知（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 文部科学省 文部科学省　通知（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 学内 学内　通知（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 学内 学内　通知（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 学外 学外　通知（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 学外 学外　通知（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知 学外 学外　通知（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１３年度） 施設マネジメント課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１４年度） 施設マネジメント課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１５年度） 施設マネジメント課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
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施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 予算 概算要求 概算要求（平成２９年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 財務・経営センター 施設費交付金（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 財務・経営センター 施設費交付金（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 財務・経営センター 施設費交付金（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 財務・経営センター 施設費交付金（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 大学改革支援・学位授与機構 施設費交付金（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 工事成績評定 工事成績評定（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 工事成績評定 工事成績評定（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 工事成績評定 工事成績評定（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 工事成績評定 工事成績評定（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 工事成績評定 工事成績評定（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 契約関係 契約書類（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 契約関係 契約書類（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 契約関係 契約書類（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 契約関係 契約書類（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 契約関係 契約書類（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 公表 入札及び契約に係る情報の公表（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 公表 入札及び契約に係る情報の公表（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 契約 公表 入札及び契約に係る情報の公表（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（補助金関係）（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（補助金関係）（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（補助金以外）（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 文部科学省　回答（補助金以外）（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２4年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 文部科学省 施設実態調査（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 学内 学内　回答（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 学内 学内　回答（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 学内 学内　回答（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 学外 学外　回答（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 学外 学外　回答（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 回答 学外 学外　回答（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 調査 京都市ごみ減量推進 京都市ごみ減量推進（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 京都市・京都府 京都市・京都府（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 京都市・京都府 京都市・京都府（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 京都市・京都府 京都市・京都府（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 京都市・京都府 京都市・京都府（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 通知・回答 京都市・京都府 京都市・京都府（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 省エネ法に基づく定期報告書等（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 省エネ法に基づく定期報告書等（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 省エネ法に基づく定期報告書等（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 省エネ法に基づく定期報告書等（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 省エネ法に基づく定期報告書等（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特別管理産業廃棄物監理責任者　エネルギー管理員修了証書等 施設マネジメント課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 事業者排出量削減計画書及び報告書（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 事業者排出量削減計画書及び報告書（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 事業者排出量削減計画書及び報告書（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 事業者排出量削減計画書及び報告書（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 事業者排出量削減計画書及び報告書（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 ボイラー・圧力容器設置届 施設マネジメント課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 ばい煙発生施設の届出（ボイラー）　※大気汚染防止法 施設マネジメント課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 大気汚染物質排出量等測定結果報告書及び大気汚染物質排出量総合調査（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 大気汚染物質排出量等測定結果報告書及び大気汚染物質排出量総合調査（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 大気汚染物質排出量等測定結果報告書及び大気汚染物質排出量総合調査（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 大気汚染物質排出量等測定結果報告書及び大気汚染物質排出量総合調査（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 光化学反応による大気汚染緊急時におけるばい煙排出量等減少計画書（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 光化学反応による大気汚染緊急時におけるばい煙排出量等減少計画書（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 光化学反応による大気汚染緊急時におけるばい煙排出量等減少計画書（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 光化学反応による大気汚染緊急時におけるばい煙排出量等減少計画書（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 ダイオキシン類測定結果報告書（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 ダイオキシン類測定結果報告書（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 ダイオキシン類測定結果報告書（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 ダイオキシン類測定結果報告書（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 ダイオキシン類測定結果報告書（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特定施設の届出（環境科学センター廃液処理装置）　※ダイオキシン類対策特別措置法 施設マネジメント課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特定施設の届出（松ヶ崎）　※水質汚濁防止法原議書 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特定施設の届出（松ヶ崎　洗浄施設等）　※水質汚濁防止法 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特定施設の届出（松ヶ崎　洗浄施設等）　※下水道法 施設マネジメント課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特定施設の届出（嵯峨　洗浄施設等）　　※水質汚濁防止法 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 特定施設の届出（嵯峨　洗浄施設等）　　※下水道法 施設マネジメント課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
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施設マネジメント課 ESMS 報告書等 排水水質測定記録（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 排水水質測定記録（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 排水水質測定記録（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 排水水質測定記録（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 排水水質測定記録（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 検査 京都市による水質検査通知書（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 検査 京都市による水質検査通知書（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 検査 京都市による水質検査通知書（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 検査 京都市による水質検査通知書（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 検査 京都市による水質検査通知書（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 廃棄物管理責任者（変更）届 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物の保管及び処分状況等（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物廃棄物処理調査 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB廃棄物廃棄物処理調査 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 報告書等 PCB安定器調査 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 ESMS 届出 高圧ガス製造の届出 施設マネジメント課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 規程 工事契約関係 工事契約関係規程 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 会議 会議関係 松ヶ崎学生館[仮称]整備事業関係(平成２２年度) 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出勤簿 出勤簿（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 休暇簿 休暇簿（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出張伺 出張伺（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出張伺 出張伺（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 出張伺 出張伺（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 申請 工繊会館使用通知書（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 申請 工繊会館使用通知書（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 申請 工繊会館使用通知書（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 申請 車両入構申請（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 申請 車両入構申請（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 人事 申請 車両入構申請（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
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施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 原図 各工事の原図（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計図書 各工事の工事設計図書（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 工事設計積算関係 各工事の工事設計積算関係（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 契約・施工に係る報告関係 各工事の契約・施工に係る報告関係（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１６年度） 施設マネジメント課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１７年度） 施設マネジメント課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１８年度） 施設マネジメント課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成１９年度） 施設マネジメント課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２０年度） 施設マネジメント課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２１年度） 施設マネジメント課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２２年度） 施設マネジメント課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２３年度） 施設マネジメント課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２４年度） 施設マネジメント課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２５年度） 施設マネジメント課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２６年度） 施設マネジメント課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２７年度） 施設マネジメント課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
施設マネジメント課 工事 官公庁への申請・届出 各工事の官公庁への申請・届出（平成２８年度） 施設マネジメント課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 施設マネジメント課事務室 施設マネジメント課長 廃棄
研究推進課 研究推進 研究推進本部 平成24年度研究推進本部 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 研究推進本部 平成25年度研究推進本部 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 研究推進本部 平成26年度研究推進本部 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 研究推進本部 平成27年度研究推進本部 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 研究推進本部 平成28年度研究戦略推進本部 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 大学連携 平成24年度４大学連携研究支援費 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 大学連携 平成25年度４大学連携研究支援費 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 大学連携 平成26年度４大学連携研究支援費 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 大学連携 平成27年度４大学連携研究支援費 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 大学連携 平成28年度４大学連携研究支援費 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究プロジェクトセンター 平成24年度教育研究プロジェクトセンター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究プロジェクトセンター 平成25年度教育研究プロジェクトセンター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究プロジェクトセンター 平成26年度教育研究プロジェクトセンター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 研究推進 教育研究プロジェクトセンター 平成27年度教育研究プロジェクトセンター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究プロジェクトセンター 平成28年度教育研究プロジェクトセンター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究推進事業 平成24年度教育研究推進事業 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究推進事業 平成25年度教育研究推進事業 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 教育研究推進事業 平成26年度教育研究推進事業 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 ＲＡ リサーチ・アシスタント（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 ＲＡ リサーチ・アシスタント（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 ＲＡ リサーチ・アシスタント（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 ＲＡ リサーチ・アシスタント（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究推進 ＲＡ リサーチ・アシスタント（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 予算関係 平成24年度予算管理 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 予算関係 平成25年度予算管理 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 予算関係 平成26年度予算管理 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 予算関係 平成27年度予算管理 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 予算関係 平成28年度予算管理 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 会計関係 平成24年度会計 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 会計関係 平成25年度会計 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 会計関係 平成26年度会計 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 会計関係 平成27年度会計 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 会計関係 平成28年度会計 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学外機関通知等 平成24年度調査・通知（学外） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学外機関通知等 平成25年度調査・通知（学外） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学外機関通知等 平成26年度調査・通知（学外） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学外機関通知等 平成27年度調査・通知（学外） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学外機関通知等 平成28年度調査・通知（学外） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学内通知等 平成24年度調査・通知（学内） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学内通知等 平成25年度調査・通知（学内） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学内通知等 平成26年度調査・通知（学内） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学内通知等 平成27年度調査・通知（学内） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 学内通知等 平成28年度調査・通知（学内） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 総務 平成24年度総務 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 総務 平成25年度総務 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 総務 平成26年度総務 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 総務 平成27年度総務 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 総務 平成28年度総務 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成24年度勤務時間報告 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成25年度勤務時間報告 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成26年度勤務時間報告 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成27年度勤務時間報告 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成28年度勤務時間報告 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成22年度勤務時間管理 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成23年度勤務時間管理 研究協力課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成24年度勤務時間管理 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成25年度勤務時間管理 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成26年度勤務時間管理 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成27年度勤務時間管理 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成28年度勤務時間管理 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成19年度超過勤務命令補助簿 研究協力課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成20年度超過勤務命令補助簿 研究協力課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成21年度超過勤務命令補助簿 研究協力課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成22年度超過勤務命令補助簿 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成23年度超過勤務集計表 研究協力課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成24年度超過勤務集計表 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成25年度超過勤務集計表 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成26年度超過勤務集計表 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成27年度超過勤務集計表 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成28年度超過勤務集計表 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成19年度休暇簿 研究協力課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成20年度休暇簿 研究協力課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成21年度休暇簿 研究協力課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成22年度休暇簿 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成23年度休暇簿 研究協力課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成24年度休暇簿 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成25年度休暇簿 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成26年度休暇簿 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成27年度休暇簿 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成28年度休暇簿 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成26年度出張伺 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成27年度出張伺 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成28年度出張伺 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成19年度出勤簿 研究協力課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成20年度出勤簿 研究協力課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成21年度出勤簿 研究協力課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成22年度出勤簿 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成23年度出勤簿 研究協力課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成24年度出勤簿 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成25年度出勤簿 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成26年度出勤簿 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成27年度出勤簿 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 総務 勤務時間管理 平成28年度出勤簿 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成24年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成25年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成26年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成27年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成28年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成24年度放射線安全委員会 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成25年度放射線安全委員会 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 研究支援 委員会 平成26年度放射線安全委員会 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成27年度放射線安全委員会 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成28年度放射線安全委員会 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成24年度動物実験委員会 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成25年度動物実験委員会 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成26年度動物実験委員会 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成27年度動物実験委員会 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成28年度動物実験委員会 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成24年度ヒトを対象とする研究倫理審査委員会 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成25年度ヒトを対象とする研究倫理審査委員会 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成26年度ヒトを対象とする研究倫理審査委員会 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成27年度ヒトを対象とする研究倫理審査委員会 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 委員会 平成28年度ヒトを対象とする研究倫理審査委員会 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成24年度アイソトープセンター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成25年度アイソトープセンター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成26年度アイソトープセンター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度アイソトープセンター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度アイソトープセンター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成24年度繊維科学センター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成25年度繊維科学センター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成26年度繊維科学センター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度繊維科学センター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度繊維科学センター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成24年度機器分析センター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成25年度機器分析センター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成26年度機器分析センター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度機器分析センター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度機器分析センター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成24年度ものづくり教育研究支援センター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成25年度ものづくり教育研究支援センター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成26年度ものづくり教育研究支援センター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度ものづくり教育研究センター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度ものづくり教育研究センター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成24年度昆虫バイオメディカル教育研究センター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成25年度昆虫バイオメディカル教育研究センター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成26年度昆虫バイオメディカル教育研究センター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度昆虫先端研究推進センター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度昆虫先端研究推進センター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成24年度伝統みらい教育研究センター 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成25年度伝統みらい教育研究センター 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成26年度伝統みらい教育研究センター 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度伝統みらい教育研究センター 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度伝統みらい教育研究センター 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成27年度拠点 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 教育研究センター 教育研究センター 平成28年度拠点 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成24年度国際規制物質/核燃料物質管理報告書の提出 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成25年度国際規制物質/核燃料物質管理報告書の提出 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成26年度国際規制物質/核燃料物質管理報告書の提出 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成27年度国際規制物質/核燃料物質管理報告書の提出 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成28年度国際規制物質/核燃料物質管理報告書の提出 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ15フィルムバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ16ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ17ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ18ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ19ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ20ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ21ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ22ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ23ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究協力課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ24ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ25ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ26ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ27ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 h28ガラスバッジ個人線量管理票（法定管理帳票） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ24ガラスバッジ個人線量報告書 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ25ガラスバッジ個人線量報告書 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ26ガラスバッジ個人線量報告書 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ｈ27ガラスバッジ個人線量報告書 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 h28ガラスバッジ個人線量報告書 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ガラスバッジ連絡票（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ガラスバッジ連絡票（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ガラスバッジ連絡票（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ガラスバッジ連絡票（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 ガラスバッジ連絡票（平成２８年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 放射線業務従事者登録票（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 放射線業務従事者登録票（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 放射線業務従事者登録票（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 放射線業務従事者登録票（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 RI証明関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 RI証明関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 RI証明関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 RI証明関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 RI証明関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成24年度RI安全取扱教育訓練 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成25年度RI安全取扱教育訓練 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成26年度RI安全取扱教育訓練 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 RI関係 平成27年度RI安全取扱教育訓練 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 研究支援 RI関係 平成28年度RI安全取扱教育訓練 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 エックス線関係 平成24年度エックス線安全取扱教育訓練 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 エックス線関係 平成25年度エックス線安全取扱教育訓練 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 エックス線関係 平成26年度エックス線安全取扱教育訓練 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 エックス線関係 平成27年度エックス線安全取扱教育訓練 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 エックス線関係 平成28年度エックス線安全取扱教育訓練 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 安全保障輸出管理関係 安全保障輸出管理関係 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究支援 高周波利用設備 高周波利用設備申請関係 研究協力課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 産学連携 データベース 産学連携マネジメントデータベース 研究協力課長 2010年度 未定 システム終了後5年 未定 電子 事務局サーバー室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 研究不正 研究不正防止対策 研究活動等不正防止対策 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 科学研究費補助金 平成２4年度科学研究費補助金 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 科学研究費補助金 平成２５年度科学研究費補助金 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 科学研究費補助金 平成２６年度科学研究費補助金 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 科学研究費補助金 平成２７年度科学研究費補助金 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 科学研究費補助金 平成２８年度科学研究費補助金 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 共同研究 共同研究（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 共同研究 共同研究（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 共同研究 共同研究（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 共同研究 共同研究（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 共同研究 共同研究（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究員 受託研究員（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究員 受託研究員（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究員 受託研究員（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究員 受託研究員（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究員 受託研究員（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究 受託研究受入（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究 受託研究受入（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究 受託研究受入（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究 受託研究受入（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 受託研究 受託研究受入（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 学術指導 学術指導（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 学術指導 学術指導（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 寄附金 奨学寄附金受入（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 寄附金 奨学寄附金受入（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 寄附金 奨学寄附金受入（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 寄附金 奨学寄附金受入（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 寄附金 奨学寄附金受入（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ナショナルバイオリソース ナショナルバイオリソース／ハエ（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ナショナルバイオリソース ナショナルバイオリソース／ハエ（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ナショナルバイオリソース ナショナルバイオリソース／ハエ（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ナショナルバイオリソース ナショナルバイオリソース／ハエ（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ナショナルバイオリソース ナショナルバイオリソース／ハエ（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 大学等シーズ・ニーズ 大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 大学等シーズ・ニーズ 大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 地域イノベーション イノベーションシステム整備事業（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 地域イノベーション イノベーションシステム整備事業（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 地域イノベーション イノベーションシステム整備事業（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 地域イノベーション イノベーションシステム整備事業（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ＮＥＤＯ助成金 ＮＥＤＯ産業技術研究助成事業費助成金（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ＮＥＤＯ助成金 ＮＥＤＯ産業技術研究助成事業費助成金（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 ＮＥＤＯ助成金 ＮＥＤＯ産業技術研究助成事業費助成金（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 生物遺伝資源 生物遺伝資源提供同意書等（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 生物遺伝資源 生物遺伝資源提供同意書等（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 生物遺伝資源 生物遺伝資源提供同意書等（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 生物遺伝資源 生物遺伝資源提供同意書等（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 外部資金 生物遺伝資源 生物遺伝資源提供同意書等（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 発明等届出関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 発明等届出関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 発明等届出関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 発明等届出関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 発明等届出関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 成果有体物届出関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 成果有体物届出関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係規則（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係規則（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係規則（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係規則（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係規則（平成28年度） 研究協力課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　運営関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　運営関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　運営関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産室　運営関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産室　運営関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　運営委員会（2012年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　運営委員会（2013年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　運営委員会（2014年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　事業経費関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　事業経費関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産センター　事業経費関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産室　事業経費関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産室　事業経費関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産専門職関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産専門職関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産専門職関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産専門職関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産専門職関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 客員教授関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 持分譲渡（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 持分譲渡（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 持分譲渡（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 持分譲渡補償（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 実施補償（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 実施補償（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 実施補償（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 実施補償（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 出願時補償（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 出願時補償（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 出願時補償（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 出願時補償（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 出願時補償（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「特許出願支援制度」関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「特許出願支援制度」関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「特許出願支援制度」関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「特許出願支援制度」関係（平成27年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「特許出願支援制度」関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「新技術説明会」（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「新技術説明会」（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「新技術説明会」（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「新技術説明会」（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「新技術説明会」（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「重要知財集約活用制度」（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「重要知財集約活用制度」（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「重要知財集約活用制度」（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「知財集約スーパーハイウェイ」（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「知財集約スーパーハイウェイ」（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST「知財集約スーパーハイウェイ」（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 マテリアル届出及びMTA関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 マテリアル届出及びMTA関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 マテリアル届出及びMTA関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 MTA関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 MTA関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 秘密保持契約関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 秘密保持契約関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 本学主催の研究発表会開催届出（新規性喪失例外規定適用）（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 本学主催の研究発表会開催届出（新規性喪失例外規定適用）（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 本学主催の研究発表会開催届出（新規性喪失例外規定適用）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 本学主催の研究発表会開催届出（新規性喪失例外規定適用）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 本学主催研究発表会開催届出（新規性喪失例外規定適用）(平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 TLO技術移転関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 TLO技術移転関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 TLO技術移転関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 TLO技術移転関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 TLO技術移転関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財広報関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財広報関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財広報関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 J-STORE関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 J-STORE関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 J-STORE関係（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST特許化支援事業「特許群支援」（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST特許化支援事業「特許群支援」（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST特許化支援事業「特許群支援」（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST特許化支援事業「特許群支援」（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST特許化支援事業「特許群支援」（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST知財活用促進ハイウェイ（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 JST知財活用促進ハイウェイ（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学内（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学内（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学内（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学内（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学内（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学外（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学外（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学外（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知財関係照会・調査等　学外（平成28年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産権研修関係(平成24年度) 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産権研修関係(平成25年度) 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産権研修関係(平成26年度) 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産権セミナー関係(平成27年度) 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産権セミナー関係(平成28年度) 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 中部・近畿地区大学等知的財産連絡会議関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 中部・近畿地区大学等知的財産連絡会議関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 中部・近畿地区大学等知的財産連絡会議関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 中部・近畿地区大学等知的財産連絡会議関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 保有特許維持管理見直し（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 保有特許維持管理見直し（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 保有特許維持管理見直し（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0002 研究協力課長 1998年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0003 研究協力課長 1997年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0004-1 研究協力課長 2001年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0004-2 研究協力課長 2001年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0006 研究協力課長 2002年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0009-1 研究協力課長 2002年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0009-2 研究協力課長 2003年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0011-1 研究協力課長 2002年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0011-2 研究協力課長 2003年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0012 研究協力課長 2003年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0013 研究協力課長 2003年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0017 研究協力課長 2003年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0018 研究協力課長 2003年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0023 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0024 研究協力課長 2004年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0027-1 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0027-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0028 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0030 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0031 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0033-1 研究協力課長 2004年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0033-2 研究協力課長 2007年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0035-1 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0035-2 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0037 研究協力課長 2004年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0040-1 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0040-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0045-1 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0045-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0046-1 研究協力課長 2004年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0046-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0047-1 研究協力課長 2004年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0047-2 研究協力課長 2007年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0048-1 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0048-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0049 研究協力課長 2005年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0050 研究協力課長 2005年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0052 研究協力課長 2005年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0057 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0058 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0059-1 研究協力課長 2005年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0059-2 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0060 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0062-1 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0062-2 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0063 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0065-1 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0065-2 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0066 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0067 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0068 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0069 研究協力課長 2005年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0070 研究協力課長 2005年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0075-1 研究協力課長 2005年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0075-2 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0077 研究協力課長 2005年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0078 研究協力課長 2005年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0079 研究協力課長 2005年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0082 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0083-1 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0083-2 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0086 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0088 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0090-1 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0090-2 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0095 研究協力課長 2006年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0098 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0099-1 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0099-2 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0100 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0101 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0102 研究協力課長 2006年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0103 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0104 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0105 研究協力課長 2006年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0106-1 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0106-2 研究協力課長 2009年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0109 研究協力課長 2006年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0113 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0114-1 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0114-2 研究協力課長 2009年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0116-1 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0116-2 研究協力課長 2007年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0120 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0123 研究協力課長 2006年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0124-1 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0124-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0125-1 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0125-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0126-1 研究協力課長 2006年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0126-2 研究協力課長 2007年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0127 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0128-1 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0128-2 研究協力課長 2008年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0129 研究協力課長 2006年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0131 研究協力課長 2006年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0134 研究協力課長 2006年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0139 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0140 研究協力課長 2007年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0141-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0141-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0141-3 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0142 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0144 研究協力課長 2007年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0145 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0149 研究協力課長 2007年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0151 研究協力課長 2007年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0152-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0152-2 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0152-3 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0155 研究協力課長 2007年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0156-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0156-2 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0156-3-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0156-3-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0156-3-3 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0157-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0157-2 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0158 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0159-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0159-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0161 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0162-1 研究協力課長 2007年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0162-2 研究協力課長 2010年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0164 研究協力課長 2007年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0167 研究協力課長 2007年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0168-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0168-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0172-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0172-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0172-2-1 研究推進課長 2013年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0172-2-2-1 研究推進課長 2013年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0172-2-2-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0174-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0174-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0175 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0177 研究協力課長 2008年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0180-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0180-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0181 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0183 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0184 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0185-1 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0185-2 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0186 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0187 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0188 研究協力課長 2008年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0192-1 研究協力課長 2008年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0192-2 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0193 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0198 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0199-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0199-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0200 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0203-1 研究協力課長 2008年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0203-2 研究協力課長 2009年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0204-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0204-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0206 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0209 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0210 研究協力課長 2008年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0211 研究協力課長 2008年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0212-1 研究協力課長 2008年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0212-2 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0213-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0213-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0214-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0214-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0215 研究協力課長 2008年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0216 研究協力課長 2008年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0219 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0220-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0220-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0221 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0222-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0222-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0224 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0225 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0227 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0228 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0230 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0231-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0231-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0232 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0233 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0234-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0234-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0234-3 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0235 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0237-1 研究協力課長 2009年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0237-2 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0238-1 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0238-2 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0239-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0239-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0239-3 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0240 研究協力課長 2009年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0241 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0242 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0243 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0244 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0245 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0246-1 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0246-2 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0247 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0250 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0251 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0252-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0252-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0253 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0254 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0255 研究協力課長 2009年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0256 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0257-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0257-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0258 研究協力課長 2009年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0259 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0260-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0260-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0261 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0262 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0263 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0263-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0264 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0265 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0266-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0266-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0267-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0267-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0268-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0268-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0269 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0270-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0270-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0271-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0271-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0272 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0273-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0273-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0274 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0275 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0276 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0277 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0278 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0279 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0280-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0280-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0281 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0282 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0283 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0284-1 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0284-2 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0285 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0286-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0286-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0287 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0289-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0289-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0290 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0291 研究協力課長 2010年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0292 研究協力課長 2010年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0293 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0294 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0296-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0296-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0297-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0297-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0298 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0299-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0299-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0300 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0301 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0302 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0303 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0304 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0305 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0306 研究協力課長 2011年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0307 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0308 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0309-1 研究協力課長 2011年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0309-2 研究推進課長 2013年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0310 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0311 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0312 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0313-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0313-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0316 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0317-1 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0317-2 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0318 研究協力課長 2011年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0319 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0320-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0320-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0321 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0322 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0323 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0324 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0325 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0326-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0326-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0327 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0328 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0329 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0330-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0330-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0331 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0333-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0333-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0334 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0335-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0335-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0336 研究協力課長 2010年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0337 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0338 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0339 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0340 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0341 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0342 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0343 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0344 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0345 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0346-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0346-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0347 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0348 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0349-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0349-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0350 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0351 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0352 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0353 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0354 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0355-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0355-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0356 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0357-1 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0357-2 研究推進課長 2014年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0358 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0359 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0360 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0361 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0362 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0363 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0364-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0364-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0365 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0366 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0367 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0368 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0369 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0370 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0371 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0372 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0373-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0373-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0374 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0375-1・2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0375-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0376 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0377-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0377-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0378 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0379 研究推進課長 2013年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0380 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0381 研究推進課長 2013年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0382 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0383 研究推進課長 2013年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0384 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0385 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0386 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0387 研究推進課長 2013年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0388 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0389 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0390 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0391 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0392 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0393-1 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0393-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0394-1 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0394-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0395 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0396 研究推進課長 2013年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0397 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0398 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0399 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0400 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0402 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0403 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0404 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0405-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0405-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0406 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0407-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0407-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0408-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0408-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0409 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0410 研究推進課長 2014年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0411 研究推進課長 2014年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0412 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0413 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0414 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0415 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0416 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0417 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0418 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0419 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0420 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0421 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0422 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0423 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0424 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0425 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0426 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0427 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0428 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0429 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0430 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0431 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0432 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0433 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0434 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0435 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0436 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0437 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0438 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0439 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0440 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0441 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0442-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0442-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0443 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0444 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0445 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0446 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0447 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0448 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0449 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0450 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0451-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0451-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0452 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0453 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0454 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0455 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0456 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0457-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0457-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0458 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0459 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0460 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0461 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0462 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0463 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0464 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0465 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0466 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0467 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0468 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0469 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0470 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0471 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0472 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0473 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0474-1 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0474-2 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0474-3 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0474-4 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0475 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0476 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0477 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0478 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0479 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0480 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0481 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0482 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0483 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0484 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0485 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0486 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0487 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0488 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0489 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0490 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0491 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0492 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0493 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0494 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0495 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0496 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0497 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0498 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0499 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0500 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0501 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0502 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0503 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0504 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0505 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0506 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0507 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0508 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0509 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0510 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0511 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0512 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　内0513 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0010 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0010-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0011 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0011-1 研究協力課長 2007年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0013 研究協力課長 2005年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0013-1 研究協力課長 2007年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0014 研究協力課長 2005年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0014-1 研究協力課長 2007年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0015 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0016 研究協力課長 2005年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0018 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0018-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0020-1 研究協力課長 2006年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0020-2 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0021 研究協力課長 2006年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0026 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0026-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0030 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0031 研究協力課長 2006年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0031-1 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0031-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0031-3 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0031-3-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0031-3-3 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0032 研究協力課長 2007年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0032-1 研究協力課長 2008年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0032-2 研究協力課長 2008年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0033 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0033-1 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0033-3 研究協力課長 2008年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0033-3-1 研究推進課長 2014年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0034 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-1 研究協力課長 2009年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-2 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-3 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-4 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-4-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-4-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0036-4-3 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0037 研究協力課長 2004年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0039 研究協力課長 2007年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0039-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0044 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0045 研究協力課長 2008年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0046 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-2 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-1-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-1-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-1-3 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-2-1 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-2-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0048-3-2-3 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049-1 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049-2 研究協力課長 2009年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049-3 研究協力課長 2009年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049-3-1 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049-3-2 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0049-3-4 研究推進課長 2012年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0050 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0050-1 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0050-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0050-3 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0052 研究協力課長 2008年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0053 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0053-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0053-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0053-3 研究協力課長 2010年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0055 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0055-1-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0055-1-2 研究推進課長 2012年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0055-1-3 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0055-2-1 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0055-2-2 研究推進課長 2013年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056 研究協力課長 2008年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-1 研究協力課長 2010年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-2-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-2-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-2-3 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-2-4 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-3 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0056-4 研究協力課長 2010年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0057 研究協力課長 2008年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0058 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0058-1-1 研究協力課長 2010年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0058-1-2 研究協力課長 2010年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0058-2 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0058-3 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0058-4 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0059 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0062 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0062-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0063 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0064 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0065 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0065-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0066 研究協力課長 2009年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0066-1 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0066-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0066-3-1 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0066-3-2 研究推進課長 2013年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0066-4 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0067 研究協力課長 2010年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0068 研究協力課長 2010年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0069 研究協力課長 2010年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0069-1 研究協力課長 2011年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0070 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0070-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0070-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0071 研究協力課長 2010年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0072 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0072-1 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0072-2 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0072-3 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0073 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0073-1 研究推進課長 2012年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0074 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0075 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0076 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0076-1-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0076-1-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0077 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0077-1 研究推進課長 2012年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0078 研究協力課長 2010年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0078-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0078-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0078-3 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0078-4 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0078-5 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0079 研究協力課長 2010年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0080 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0081 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0082 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0082-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0083 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0083-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0083-2 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0084 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0084-1-1 研究推進課長 2012年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0084-1-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0085 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0085-1 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0086 研究協力課長 2009年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0087 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0088 研究協力課長 2011年度 2013年4月1日 権利消滅後5年 2018年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0089 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0089-1 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0090 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0091 研究協力課長 2011年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0091-1 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0092 研究推進課長 2012年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0093 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0094 研究協力課長 2011年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0095 研究協力課長 2011年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0096 研究推進課長 2012年度 2014年4月1日 権利消滅後5年 2019年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0097 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0098 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0098-1 研究推進課長 2013年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0098-2 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0099 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0100 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0101 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0102 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0102-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0102-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0102-3 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0103 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0104 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0105 研究推進課長 2012年度 2015年4月1日 権利消滅後5年 2020年3月31日 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0106 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0107 研究推進課長 2012年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0108 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0108-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0109 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0109-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0110 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0110-1 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0111 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0112 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課倉庫 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0113 研究推進課長 2013年度 2016年4月1日 権利消滅後5年 2021年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0114 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0114-1 研究推進課長 2014年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0114-2 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
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研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0115 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0115-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0115-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0116 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0116-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0116-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0117 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0118 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0118-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0119 研究推進課長 2013年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0119-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0120 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0120-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0120-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0120-3 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0120-4 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0121 研究推進課長 2014年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0122 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0123 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0123-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0123-2 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0124 研究推進課長 2014年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0125 研究推進課長 2015年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0126 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0126-1 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0127 研究推進課長 2015年度 2017年4月1日 権利消滅後5年 2022年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0128 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0129 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0130 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0131 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0132 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0133 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0134 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0135 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0136 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0137 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0138 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0139 研究推進課長 2015年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0140 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0141 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0142 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0143 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0144 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 知的財産 知的財産室 知的財産案件綴　外0145 研究推進課長 2016年度 未定 権利消滅後5年 未定 紙 研究推進課事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 予算関係 平成２４年度予算 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 予算関係 平成２５年度予算 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 予算関係 平成２６年度予算 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 予算関係 平成２７年度予算 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 予算関係 平成２８年度予算 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 非常勤職員 非常勤職員（２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 非常勤職員 非常勤職員（２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 非常勤職員 非常勤職員（２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 非常勤職員 非常勤職員（２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 非常勤職員 非常勤職員（２８年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 協議会 農場協議会（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 協議会 農場協議会（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 協議会 農場協議会（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 協議会 農場協議会（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 協議会 農場協議会（平成２８年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 地域貢献等 地域貢献・社会貢献（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 地域貢献等 地域貢献・社会貢献（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 地域貢献等 地域貢献・社会貢献（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 地域貢献等 地域貢献・社会貢献（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 地域貢献等 地域貢献・社会貢献（平成２８年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 売払 売払決議書（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 売払 売払決議書（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 売払 売払決議書（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 売払 売払決議書（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 売払 売払決議書（平成２８年度） 研究推進課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 生物資源フィールド科学教育研究センター運営委員会（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 生物資源フィールド科学教育研究センター運営委員会（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 生物資源フィールド科学教育研究センター運営委員会（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 生物資源フィールド科学教育研究センター運営委員会（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 ショウジョウバエ遺伝資源センター運営委員会（平成２４年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
研究推進課 嵯峨地区 委員会 ショウジョウバエ遺伝資源センター運営委員会（平成２５年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 ショウジョウバエ遺伝資源センター運営委員会（平成２６年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄

研究推進課 嵯峨地区 委員会 ショウジョウバエ遺伝資源センター運営委員会（平成２７年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 嵯峨地区事務室 研究推進課長 廃棄
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産学・地域連携課 産学連携 業務提携 京都銀行 研究協力課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 京都信用金庫 研究協力課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 京都中央信用金庫 研究協力課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 滋賀銀行 研究協力課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 京都北都信用金庫 研究協力課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 京都市産業技術研究所 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 学生情報センターとの包括的連携協力に関する協定 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 業務提携 京都経済同友会（包括的連携） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 創造連携センター運営委員会（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 創造連携センター運営委員会（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 創造連携センター運営委員会（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 創造連携センター運営委員会（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 平成24年度ベンチャーラボラトリー運営委員会 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 平成25年度ベンチャーラボラトリー運営委員会 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 平成26年度ベンチャーラボラトリー運営委員会 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 委員会 平成27年度ベンチャーラボラトリー運営委員会 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 客員教授 客員教授関係（平成24年度) 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 客員教授 客員教授関係（平成25年度) 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 客員教授 客員教授関係（平成26年度) 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 客員教授 客員教授関係（平成27年度) 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 平成２４年度予算 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 平成２５年度予算 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 平成２６年度予算 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 平成２７年度予算 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 平成２８年度予算 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 謝金関係（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 謝金関係（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 謝金関係（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 予算関係 謝金関係（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 事業活動 KITCORESEARCH 2012 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 事業活動 KITCORESEARCH 2013 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 事業活動 KITCORESEARCH 2014 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日東電工株式会社（包括研究交流）（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日東電工株式会社（包括研究交流）（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日東電工株式会社（包括研究交流）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日東電工株式会社（包括研究交流）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 堺化学工業株式会社（包括研究交流）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 堺化学工業株式会社（包括研究交流）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 堺化学工業株式会社（包括研究交流）（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日新電機株式会社（包括研究交流）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日新電機株式会社（包括研究交流）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日新電機株式会社（包括研究交流）（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社カネカ（包括連携企画）（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社カネカ（包括連携企画）（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社カネカ（包括連携企画）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社カネカ（包括連携企画）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社カネカ（包括連携企画）（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日本写真印刷株式会社（相互技術交流）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日本写真印刷株式会社（相互技術交流）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 日本写真印刷株式会社（相互技術交流）（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社日進製作所（包括技術交流）（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社日進製作所（包括技術交流）（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 株式会社村田製作所（包括技術交流）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 デザイナーフーズ株式会社（研究・技術の包括連携）（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 デザイナーフーズ株式会社（研究・技術の包括連携）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究・技術交流 デザイナーフーズ株式会社（研究・技術の包括連携）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 産学公連携室 展示会出展（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 産学公連携室 展示会出展（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 産学公連携室 展示会出展（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 産学公連携室 展示会出展（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 産学公連携室 展示会出展（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 起業工学国際シンポジウム（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 研究推進・ベンチャー支援室 全国ＶＢＬフォーラム（第13回）（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 研究推進・ベンチャー支援室 Hack U 2016 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 研究推進・ベンチャー支援室 シリコンバレーツアー2016 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 研究推進・ベンチャー支援室 シリコンバレーツアー2017 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 研究戦略推進本部研究プロジェクト（ベンチャー支援室）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 ベンチャーラボラトリー非常勤研究員（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 ベンチャーラボラトリー非常勤研究員（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 ベンチャーラボラトリー非常勤研究員（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 ベンチャーラボラトリー非常勤研究員（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 研究推進・ベンチャー支援室 ベンチャーラボラトリー非常勤研究員（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 創造連携センター 創造連携センター利用許可（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 創造連携センター 創造連携センターイベント・フォーラム（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 創造連携センター 創造連携センターイベント・フォーラム（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 四工大地域共同研究センター長等会議（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 四工大地域共同研究センター長等会議（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 四工大地域共同研究センター長等会議（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 四工大地域共同研究センター長等会議（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 四工大地域共同研究センター長等会議（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 学外会議 京都産学公連携機構（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 通知・照会・調査 各種通知・照会・調査（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
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産学・地域連携課 産学連携 年度計画 年度計画（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 年度計画 年度計画（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 年度計画 年度計画（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 年度計画 年度計画（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 年度計画 年度計画（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 補助金等事業 平成25年度経済産業省 産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 地域貢献 先端技術研修（京丹後市）（平成24年度） 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 地域貢献 先端技術研修（京丹後市）（平成25年度） 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 地域貢献 先端技術研修（京丹後市）（平成26年度） 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 地域貢献 先端技術研修（京丹後市）（平成27年度） 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 地域貢献 先端技術研修（京丹後市）（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 産学連携 地域貢献 新シルク産業創造事業推進プラットフォーム（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 京丹後市との包括協定4 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 京丹後市との包括協定５ 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成25年度挑戦型企業セミナー 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成26年度挑戦型企業セミナー 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成27年度挑戦型企業セミナー 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成28年度挑戦型企業セミナー 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成24年度京丹後市起業アイデアコンペティション 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成25年度京丹後市起業アイデアコンペティション 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成26年度京丹後市起業アイデアコンペティション 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成27年度京丹後市起業アイデアコンペティション 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 地域貢献 平成28年度京丹後市起業アイデアコンペティション 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 京丹後キャンパス 平成24年度京丹後キャンパス一時利用申請 研究推進課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 京丹後キャンパス 平成25年度京丹後キャンパス一時利用申請 研究推進課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課倉庫 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 京丹後キャンパス 平成26年度京丹後キャンパス一時利用申請 研究推進課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 京丹後キャンパス 平成27年度京丹後キャンパス一時利用申請 研究推進課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域貢献 京丹後キャンパス 平成28年度京丹後キャンパス一時利用申請 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域連携 COC事業 COC事業（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 COC事業 COC事業（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 COC事業 COC事業（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 COC事業 COC事業（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 COC＋事業 COC＋事業（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 COC＋事業 COC＋事業（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張 出張伺・報告書（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張 出張伺・報告書（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張 出張伺・報告書（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張(補助金) COC事業　出張伺・報告書（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張（補助金） COC事業　出張伺・報告書（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張（補助金） COC事業　出張伺・報告書（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張（補助金） COC事業　出張伺・報告書（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張（補助金） COC＋事業　出張伺・報告書（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 出張（補助金） COC＋事業　出張伺・報告書（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 出勤簿（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 出勤簿（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 出勤簿（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 休暇簿（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 休暇簿（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 休暇簿（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 時間外勤務等命令簿（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 時間外勤務等命令簿（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 庶務 時間外勤務等命令簿（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 組織 地域・社会連携室（平成25年度） 総務企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 組織 地域・社会連携室（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 組織 地域・社会連携室（平成27年度） 総務企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄

産学・地域連携課 地域連携 組織 地域・社会連携室（平成28年度） 産学・地域連携課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域連携 調査 開かれた大学づくりに関する調査（平成19年度） 企画広報課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域連携 調査 開かれた大学づくりに関する調査（平成20年度） 企画広報課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域連携 調査 開かれた大学づくりに関する調査（平成21年度） 総務企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域連携 調査 開かれた大学づくりに関する調査（平成23年度） 評価・情報課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
産学・地域連携課 地域連携 調査 開かれた大学づくりに関する調査（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学・地域連携課事務室 産学・地域連携課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成１４年度　規定・要項等改正関係等綴 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成１６年度　規定・要項等改正関係等綴 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成１７年度　規定・要項等改正関係等綴 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成２４年度　規定・要項等改正 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成２５年度　規定・要項等改正 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成２６年度　規定・要項等改正 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成２７年度　規定・要項等改正 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 規則等 平成２８年度　規定・要項等改正 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 危機管理 新型インフルエンザ 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 危機管理 東日本大震災 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄 東日本大震災関連を含む。　

国際課 総務 庶務 平成１９年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２０年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２１年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２２年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２３年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　国際企画課出勤簿 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 総務 庶務 平成２８年度　国際課出勤簿 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成１９年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２０年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２１年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２２年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２３年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　超過勤務等命令簿綴 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成１９年度　勤務時間管理関係 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２０年度　勤務時間管理関係 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２１年度　勤務時間管理関係 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２２年度　勤務時間管理関係 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２３年度　勤務時間管理 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　勤務時間管理 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　勤務時間管理 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　勤務時間管理 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　勤務時間管理 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　勤務時間管理 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　年度計画関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　年度計画関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　年度計画関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　年度計画関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　年度計画関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　法人文書管理 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　法人文書管理 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　法人文書管理 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　法人文書管理 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　法人文書管理 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　通知文書　（学外・文部科学省等） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　通知文書　（学外・文部科学省等） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　通知文書　（学外・文部科学省等） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　通知文書　（学外・文部科学省等） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　松ヶ崎学生館借上げの理由について 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　各種照会 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　各種照会 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　各種照会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　各種照会 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　各種照会 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　庶務関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　庶務関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　庶務関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　庶務関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　庶務関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　予算 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　予算 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　予算 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　予算 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　予算 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　設備・備品関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　設備・備品関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　設備・備品関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　設備・備品関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　設備・備品関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　事務改善プログラム 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　事務改善プログラム 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　事務改善プログラム 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　事務改善プログラム 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２４年度　環境マネジメントシステム 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２５年度　環境マネジメントシステム 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　環境マネジメントシステム 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　環境マネジメントシステム 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　環境マネジメントシステム 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　出張 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　出張 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　出張 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　研修 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　研修 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　研修 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　研修（国際交流インターンシップ） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　研修（国際交流インターンシップ） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　研修（国際交流インターンシップ） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２６年度　学報掲載 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２７年度　学報掲載 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 総務 庶務 平成２８年度　学報掲載 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 庶務 財務提出・受領/庶務（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 庶務 財務提出・受領/庶務（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 庶務 財務/庶務（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 庶務 SGU年次報告書（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 庶務 規則（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 文科省提出・受領（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 文科省提出・受領（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 文科省提出・受領 （平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 人員採用（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 人員採用（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 人員採用（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄
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国際課 SGU支援 各種事業 中期計画・年度計画（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 中期計画・年度計画（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 中期計画・年度計画（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 （海外教員派遣【SGU支援室】）グローバル該当者集計 企画課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 電子媒体 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 教員海外派遣（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 教員海外派遣（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 教員海外派遣（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 職員海外派遣（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 職員海外派遣（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 国際化モデル研究室（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 国際化モデル研究室（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 国際化モデル研究室（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 教員英語研修（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 教員英語研修（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 TOEIC 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 電子媒体 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 TOEIC（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 TOEIC（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 TOEIC（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 英語CBT（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 英語CBT（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 英語CBT（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 文書翻訳（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 文書翻訳（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 文書翻訳（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 ジョイント・ディグリー（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 ジョイント・ディグリー（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 グローバルコモンズ（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 グローバルコモンズ（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 Tech-Leader指標（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 OPEN TECHコンソーシアム（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 OPEN TECHコンソーシアム（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 OPEN TECHシンポジウム（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 OPEN TECHコンソーシアム名簿 企画課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 なし 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 OPEN TECHコンソーシアム　登録メンバー 企画課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 電子媒体 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 参加シンポジウム／イベント／フォーラム（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 参加シンポジウム／イベント／フォーラム（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 参加シンポジウム／イベント／フォーラム（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 海外研究者招聘による集中講義（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 スーパーグローバル大学創成支援　申請書（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 出張伺・出張報告書（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業 出張伺・出張報告書（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業　施設多文化交流室（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 各種事業　施設TECH-SALON（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 施設 TECH-SALON（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 施設 チェンマイオフィス（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 会議 説明会／委員会／会議（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 会議 説明会／委員会／会議（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 13年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄

国際課 SGU支援 会議 説明会／委員会／会議（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 国際課N313事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２４年度　庶務関係（広報） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２５年度　庶務関係（広報） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２６年度　庶務関係（広報） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２７年度　庶務関係（広報） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２８年度　庶務関係（広報） 国際課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２３年度　安全保障輸出管理（外国人受入） 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２４年度　安全保障輸出管理（外国人受入） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２５年度　安全保障輸出管理（外国人受入） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２６年度　安全保障輸出管理（外国人受入） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２７年度　安全保障輸出管理（外国人受入） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 庶務 平成２８年度　安全保障輸出管理（外国人受入） 国際課長 2016年度 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 協定締結大学等一覧 国際企画課長 不明 不明 無期限 未定 電子媒体 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１１年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１２年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１３年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１４年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１５年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１６年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１７年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１８年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成１９年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２０年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２１年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２２年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２３年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２４年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２５年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２６年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２７年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学術交流協定 平成２８年度　大学間学術交流協定 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２０年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２１年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２２年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２３年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２４年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２５年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２６年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２７年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２８年度　海外企業インターンシップ協定 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 昭和６２年度　国際交流委員会 国際企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 昭和６３年度　国際交流委員会 国際企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成元年度　国際交流委員会 国際企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成２年度　国際交流委員会 国際企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成３年度　国際交流委員会 国際企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成４年度　国際交流委員会 国際企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成５年度　国際交流委員会 国際企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成６年度　国際交流委員会 国際企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成７年度　国際交流委員会 国際企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成８年度　国際交流委員会 国際企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成９年度　国際交流委員会 国際企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１０年度　国際交流委員会 国際企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１１年度　国際交流委員会 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１２年度　国際交流委員会 国際企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１３年度　国際交流委員会 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１４年度　国際交流委員会関係 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１５年度　国際交流委員会関係 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１６年度　国際交流委員会関係 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成元年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成２年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成３年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成５年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成６年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成７年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1995年度 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成８年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成９年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１０年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１１年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１２年度　学術交流専門委員会 国際企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１３年度　学術交流専門委員会関係 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１４年度　学術交流専門委員会関係 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１５年度　学術交流専門委員会関係 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１６年度　学術交流専門委員会関係 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 昭和６２年度　国際交流委員会（工芸学部） 国際企画課長 1987年度 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 昭和６３年度　国際交流委員会（工芸学部） 国際企画課長 1988年度 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成元年度　国際交流委員会（工芸学部） 国際企画課長 1989年度 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成２年度　国際交流委員会（工芸学部） 国際企画課長 1990年度 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成６年度　学術交流協定関係（学生部） 国際企画課長 1994年度 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成８年度　学術交流協定関係（学生部） 国際企画課長 1996年度 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１０年度　学術交流協定関係（学生部） 国際企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 学内会議・委員会 平成１１年度　学術交流協定関係（学生部） 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 国際交流プロモーター採用関係 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成１６年度　国際交流センター　設置および運営会議 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成１７年度　国際交流センター運営会議/学術交流部門会議 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成１８年度　国際交流センター運営会議/学術交流部門会議 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成１９年度　国際交流センター運営会議/学術交流部門会議 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２０年度　国際交流センター運営会議/学術交流部門会議 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２１年度　国際交流センター運営会議/学術交流部門会議 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２２年度　国際交流センター運営会議/学術交流部門会議 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２３年度　国際交流センター運営会議/学術交流部会会議 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２４年度　国際交流センター運営会議/学術交流部会会議 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２５年度　国際センター運営委員会/構成員会議 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２６年度　国際センター運営委員会/構成員会議 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２７年度　国際センター運営委員会/構成員会議 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２８年度　国際センター運営委員会/構成員会議 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２４年度　国際交流センター交流施設・広報部門会議 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２５年度　国際センター国際化推進室 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２６年度　国際センター国際化推進室 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２７年度　国際センター国際化推進室 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際センター 平成２８年度　国際センター国際化推進室 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２０年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２１年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２２年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２３年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２４年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２５年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２６年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２７年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 JICA高等教育支援事業 平成２８年度　日本・エジプト科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　ＪＩＣＡ外国人受託研修員 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　ＪＩＣＡ外国人受託研修員 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　ＪＩＣＡ外国人受託研修員 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　ＪＩＣＡ外国人受託研修員 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　ＪＩＣＡ外国人受託研修員 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　ＪＩＣＡ日系研修員受入事業 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　ＪＩＣＡ日系研修員受入事業 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　ＪＩＣＡ日系研修員受入事業 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　モンゴル工学系高等教育支援事業 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　モンゴル工学系高等教育支援事業 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　モンゴル工学系高等教育支援事業 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　JICA　カントー大学強化プロジェクト 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　JICA　カントー大学強化プロジェクト 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　JICA　カントー大学強化プロジェクト 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　JICA　カントー大学強化プロジェクト 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　JICA　カントー大学強化プロジェクト 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　日本学術振興会 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　日本学術振興会 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　日本学術振興会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　日本学術振興会 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　日本学術振興会 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２２年度　日本学術振興会　二国間共同研究（韓国） 国際企画課長 2010年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２３年度　日本学術振興会　二国間共同研究（韓国） 国際企画課長 2011年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　日本学術振興会　二国間共同研究（韓国） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２２年度　日本学術振興会　二国間共同研究（ベトナム） 国際企画課長 2010年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２３年度　日本学術振興会　二国間共同研究（ベトナム） 国際企画課長 2011年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　日本学術振興会　二国間共同研究（ベトナム） 国際企画課長 2012年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　日本学術振興会　二国間共同研究（ベトナム） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　日本学術振興会　二国間共同研究二国間セミナー（インド） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　日本学術振興会　多国間国際共同研究事業 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　日本学術振興会　多国間国際共同研究事業 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 事業終了後5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　日本学術振興会　多国間国際共同研究事業 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　日本学術振興会　多国間国際共同研究事業 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　日本学術振興会　アジア・アフリカ学術基盤形成 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　日本学術振興会　アジア・アフリカ学術基盤形成 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　日本学術振興会　アジア・アフリカ学術基盤形成 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　日本学術振興会　国際共同研究　頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　文部科学省関係事業 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　文部科学省関係事業 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　文部科学省関係事業 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　文部科学省関係事業 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　文部科学省関係事業 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　文部科学省　グローバル人材育成推進事業 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　文部科学省　学芸員等在外派遣研修 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　文部科学省関係事業　世界展開力強化事業 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　日本学生支援機構（JASSO）帰国外国人留学生支援関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　日本学生支援機構（JASSO）帰国外国人留学生支援関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　日本学生支援機構（JASSO）帰国外国人留学生支援関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　日本学生支援機構（JASSO）帰国外国人留学生支援関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　日本学生支援機構（JASSO）帰国外国人留学生支援関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　科学技術振興機構　アジア青少年サイエンス交流計画 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　科学技術振興機構　アジア青少年サイエンス交流計画 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　養蚕業人材育成事業（タイ） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２４年度　国際関係各種事業　（その他機関） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２５年度　国際関係各種事業　（その他機関） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　国際関係各種事業　（その他機関） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　国際関係各種事業　（その他機関） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　国際関係各種事業　（その他機関） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２６年度　証明書（D-Lab） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２７年度　証明書（D-Lab） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際学術交流事業 平成２８年度　証明書（D-Lab） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際交流奨励基金 平成２４年度　国際交流委奨励基金 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際交流奨励基金 平成２５年度　国際交流委奨励基金 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際交流奨励基金 平成２６年度　国際交流委奨励基金 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際交流奨励基金 平成２７年度　国際交流奨励基金 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際交流奨励基金 平成２８年度　国際交流奨励基金 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際訪問研究員 平成２４年度　国際訪問研究員 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際訪問研究員 平成２５年度　国際訪問研究員 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際訪問研究員 平成２６年度　国際訪問研究員 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際訪問研究員 平成２７年度　国際訪問研究員 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 国際訪問研究員 平成２８年度　国際訪問研究員 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 名簿 国際交流関係者データ 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 電子媒体 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 名簿 KITEC国際学術交流クラブ　入会申込書 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 名簿 人物往来DB 国際課長 不明 不明 無期限 未定 電子媒体 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成１９年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２０年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２０年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２２年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２３年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２４年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２５年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２６年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２７年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 調査・統計 平成２８年度　文部科学省　国際研究交流状況調査 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成１９年度　国際交流協定コーディネーターとの意見交換会 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２０年度　国際交流協定コーディネーターとの意見交換会 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成１９年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２０年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２１年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２２年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２３年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２４年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２６年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２７年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２８年度　日本－ベトナムセミナー関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２７年度　日越学長会議 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２５年度　国際学術ネットワーク　CUMULUS 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２６年度　国際学術ネットワーク　CUMULUS 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２７年度　国際学術ネットワーク　CUMULUS 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 国際学術交流 行事 平成２８年度　国際学術ネットワーク　CUMULUS 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２７年度　国際学術ネットワーク　AUTEX 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２８年度　国際学術ネットワーク　AUTEX 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２５年度　インターナショナルウィーク 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２６年度　インターナショナルウィーク 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２７年度　インターナショナルウィーク 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２８年度　インターナショナルウィーク 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２８年度　サマーキャンプ【派遣】 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２８年度　サマースクール【受入】 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成１９年度　アジアにおける建築・デザイン系ネットワーク構築のためのワークショップ(特色ＧＰ） 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２３年度　アジアにおける建築・デザイン系ネットワーク構築のためのワークショップ 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２０年度　秋入学に関する国際セミナー 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２０年度　中規模工科系国立大学国際交流担当事務職員協議会 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２３年度　国際学術交流クラブキーステーションチェアセミナー 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 行事 平成２４年度　国際学術交流クラブキーステーションチェアセミナー 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成１９年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２０年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２１年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２２年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２３年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２４年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２５年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２６年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２７年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２８年度　挨拶状等（グリーティングカード/協定校等の連絡文書） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２２年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２３年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２４年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２５年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２６年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２７年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２８年度　挨拶状（マンスリーレター/キーステーション） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２４年度　学長への表敬訪問その他 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２５年度　学長への表敬訪問 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２６年度　学長への表敬訪問 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２７年度　学長への表敬訪問 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２８年度　学長への表敬訪問 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２４年度　外国大学等との学術交流（外国出張） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２５年度　外国大学等との学術交流（外国出張） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２６年度　外国大学等との学術交流（外国出張） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２７年度　外国大学等との学術交流（外国出張） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 国際学術交流 渉外 平成２８年度　外国大学等との学術交流（外国出張） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成26年度　JAFSA（特定非営利活動法人国際教育交流協議会） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成27年度　JAFSA（特定非営利活動法人国際教育交流協議会） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成24年度　UMAP 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成25年度　UMAP 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成26年度　UMAP 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成27年度　UMAP 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成28年度　UMAP 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成24年度　大使館・領事館関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成25年度　大使館・領事館関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成19年度　文部科学省関係 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成20年度　文部科学省関係 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成21年度　文部科学省関係 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成22年度　文部科学省関係 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成23年度　文部科学省関係 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成24年度　文部科学省関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成25年度　文部科学省関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成26年度　文部科学省関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成27年度　文部科学省関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 各種通知 平成28年度　文部科学省関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成24年度　国際交流センター学生交流部会 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成25年度　国際センター国際交流室 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成26年度　国際センター国際交流室 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成27年度　国際センター国際交流室 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成28年度　国際センター国際交流室 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成26年度　京都地域留学生交流推進協議会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成26年度　京都府（京都地域留学生交流推進協議会を含む） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成27年度　京都府（京都地域留学生交流推進協議会を含む） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成28年度　京都府（京都地域留学生交流推進協議会を含む） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成26年度　京都市（大学コンソーシアム京都含む） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成27年度　京都市（大学コンソーシアム京都含む） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成28年度　京都市（大学コンソーシアム京都含む） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成26年度　留学生担当課長等会議 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成27年度　留学生担当課長等会議 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 委員会・会議 平成28年度　留学生担当課長等会議 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　国際連合大学　私費留学生育英資金貸与プログラム 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　外国人留学生オリエンテーション 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　外国人留学生オリエンテーション 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　外国人留学生オリエンテーション 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H9　外国人留学生後援会 国際企画課長 1997年度 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H10　外国人留学生後援会 国際企画課長 1998年度 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H11　外国人留学生後援会 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H12　外国人留学生後援会 国際企画課長 2000年度 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H13　外国人留学生後援会 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成16年度　学生後援会援助による学生交流（派遣、受入）関係 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成17年度　学生後援会援助による学生交流（派遣、受入）関係 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　ＫＩＴＩＣＯ 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　ＫＩＴＩＣＯ 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　ＫＩＴＩＣＯ 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　ＫＩＴＩＣＯ 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　事件・事故等 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　事件・事故等 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　事件・事故等 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　事件・事故等 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　事件・事故等 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成23年度　取扱注意関係 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　取扱注意関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　京都地域留学生住宅保証制度 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　京都地域留学生住宅保証制度 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　京都地域留学生住宅保証制度 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　京都地域留学生住宅保証制度 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　留学生住宅総合補償 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　留学生住宅総合補償 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　留学生住宅総合補償 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　留学生住宅総合補償 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　留学生住宅総合補償 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　京都工芸繊維大学留学生賃貸住宅連帯保証制度 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　京都工芸繊維大学留学生賃貸住宅連帯保証制度 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　京都工芸繊維大学留学生賃貸住宅連帯保証制度 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　京都工芸繊維大学留学生賃貸住宅連帯保証制度 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　京都工芸繊維大学留学生賃貸住宅連帯保証制度 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　留学生ハウス 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　その他証明書（成績・卒業等） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　その他証明書（成績・卒業等） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　その他証明書（成績・卒業等） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　受給証明書 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　受給証明書 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　受給証明書 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成24年度　学習奨励費（推薦） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成24年度　学習奨励費（給付） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成25年度　学習奨励費（推薦） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成25年度　学習奨励費（給付・調査等） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成26年度　学習奨励費（推薦） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成26年度　学習奨励費（給付・調査等） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成27年度　学習奨励費（推薦） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成27年度　学習奨励費（給付・調査等） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成28年度　学習奨励費（推薦） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成28年度　学習奨励費（給付・調査等） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　チューター謝金（春学期・秋学期） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　チューター謝金（春学期・秋学期） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　チューター謝金（春学期・秋学期） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　チューター謝金（春学期・秋学期） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　チューター謝金（春学期・秋学期） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　入国管理局（申請書） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　入国管理局（申請書） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　入国管理局（申請書） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　入国管理局（申請書） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　入国管理局（申請書） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　入国管理局（報告） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　入国管理局（報告） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　入国管理局（報告） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　入国管理局（報告） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　国保補助 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　国保補助 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　国保補助 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 留学生名簿 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 50年 2052年3月31日 電子媒体 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 留学生カード 国際企画課長 不明 不明 無期限 無期限 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成元年度～外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 50年 2056年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成2年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1990年度 1991年4月1日 50年 2041年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成3年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1991年度 1992年4月1日 50年 2042年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成4年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1992年度 1993年4月1日 50年 2043年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成5年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1993年度 1994年4月1日 50年 2044年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成6年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1994年度 1995年4月1日 50年 2045年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成7年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1995年度 1996年4月1日 50年 2046年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成8年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1996年度 1997年4月1日 50年 2047年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成9年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1997年度 1998年4月1日 50年 2048年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成10年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1998年度 1999年4月1日 50年 2049年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成11年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 50年 2050年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成12年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2000年度 2001年4月1日 50年 2051年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成13年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 50年 2052年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成14年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 50年 2053年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成15年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 50年 2054年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成16年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 50年 2055年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成17年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 50年 2056年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成18年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 50年 2057年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成19年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 50年 2058年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成20年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 50年 2059年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成21年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 50年 2060年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 重要　平成22年度　外国人留学生名簿（5月1日,10月1日） 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 50年 2061年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 帰国外国人留学生名簿 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 50年 2053年3月31日 電子媒体 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　外国人留学生名簿・外国人留学生数・統計資料等 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 50年 2063年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　外国人留学生名簿・外国人留学生数・統計資料等 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 50年 2064年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　外国人留学生名簿・外国人留学生数・統計資料等 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 50年 2065年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　外国人留学生名簿・外国人留学生数・統計資料等 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 50年 2066年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　外国人留学生名簿・外国人留学生数・統計資料等 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 50年 2067年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　総合型ポートフォリオ 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　総合型ポートフォリオ 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　総合型ポートフォリオ 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　総合型ポートフォリオ 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　在学生数一覧（学務課からの資料） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　在学生数一覧（学務課からの資料） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H18　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 50年 2057年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H19　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 50年 2058年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H20　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 50年 2059年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H21　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 50年 2060年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H22　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 50年 2061年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H23　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 50年 2062年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H24　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 50年 2063年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H25　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 50年 2064年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H26　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 50年 2065年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H27　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 50年 2066年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 H28　外国人留学生学籍異動等参考資料 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 50年 2067年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版　外国人留学生名簿・外国人留学生数・統計資料等 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 50年 2056年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版1998年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 50年 2055年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版1999年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 1999年度 2000年4月1日 50年 2050年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2000年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 2000年度 2001年4月1日 50年 2051年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2001年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 50年 2052年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2002年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 50年 2053年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2003年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 50年 2054年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2004年　　卒業・修了等外国人留学生調査 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 50年 2055年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2005年　　卒業・修了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 50年 2056年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2006年　　卒業・修了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 50年 2057年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2007年　　卒業・修了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 50年 2058年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2008年　　卒業・修了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 50年 2059年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2009年　　卒業・修了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 50年 2060年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2010年　　卒業・終了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 50年 2061年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 保存版2011年　　卒業・終了等外国人留学生の調査 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 50年 2062年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　留学生向け推奨宅地建物取引業者 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　留学生向け推奨宅地建物取引業者 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　留学生向け推奨宅地建物取引業者 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　留学生向け推奨宅地建物取引業者 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　留学生向け推奨宅地建物取引業者 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成24年度　京都ノートルダム女子大学日本語教育実習 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成25年度　京都ノートルダム女子大学日本語教育実習 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成26年度　京都ノートルダム女子大学日本語教育実習 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成27年度　京都ノートルダム女子大学日本語教育実習 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 留学生支援 平成28年度　京都ノートルダム女子大学日本語教育実習 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成24年度　奨学金 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成25年度　奨学金 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成26年度　奨学金 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成27年度　奨学金 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 奨学金 平成28年度　奨学金 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成20年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成21年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成22年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成23年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成24年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成25年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成26年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成27年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成28年度　本学からの海外留学 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成26年度　本学からの海外留学【トビタテ！】 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成27年度　本学からの海外留学【トビタテ！】第二期生 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成27年度　本学からの海外留学【トビタテ！】第三期生 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成28年度　本学からの海外留学【トビタテ！】第四期生 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成28年度　本学からの海外留学【トビタテ！】第五期生 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成２０年度　グローバルインターンシッププログラム概算要求関係 国際企画課長 2007年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成２０年度　グローバルインターンシッププログラム 国際企画課長 2008年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成２１年度　グローバルインターンシッププログラム 国際企画課長 2009年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成26年度　グローバルインターンシップ(受入） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成26年度　グローバルインターンシップ(派遣） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了後5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成27年度　グローバルインターンシップ(受入）【交換留学】 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成27年度　グローバルインターンシップ(派遣）【交換留学】 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了後5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成28年度　グローバルインターンシップ(受入）【交換留学】 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成28年度　グローバルインターンシップ(派遣）【交換留学】 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了後5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成20年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム開発事業 国際企画課長 2008年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成21年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業（申請書類、エビデンス） 国際企画課長 2009年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成21年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業 国際企画課長 2009年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成22年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業（申請書類、エビデンス） 国際企画課長 2010年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成22年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業 国際企画課長 2010年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成23年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業（申請書類、エビデンス） 国際企画課長 2011年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成23年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業 国際企画課長 2011年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成24年度　グローバルエンジニア育成のための海外インターンシッププログラム推進事業 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 事業終了後5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成24年度　交換留学関係（留学生交流支援制度含む） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成24年度　交換留学関係(奨学金）（留学生交流支援制度含む） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成25年度　交換留学関係（留学生交流支援制度含む） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成26年度　交換留学関係（留学生交流支援制度含む） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成27年度　交換留学関係（海外留学支援制度を含む）【交換留学】 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成28年度　交換留学関係（海外留学支援制度を含む）【交換留学】 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 交換留学 平成24年度　留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジット） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成26年度　学長主催による留学生と関係者との交流会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成27年度　学長主催による留学生と関係者との交流会 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 留学生関係 行事 平成28年度　学長主催による留学生と関係者との交流会 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成26年度　見学旅行 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成27年度　見学旅行 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成28年度　見学旅行 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成19年度　日本留学試験関係（平成二十二年六月二十日実施） 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成26年度　日本留学試験 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成26年度　日本留学フェア・進学説明会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成27年度　日本留学フェア・進学説明会 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 行事 平成28年度　日本留学フェア・進学説明会 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成24年度　国際交流学生 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成25年度　国際交流学生 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成26年度　国際交流学生 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成27年度　国際交流学生【非正規生】 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成28年度　国際交流学生【非正規生】 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成24年度　研究生　特別聴講学生（国費・延長含む） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成25年度　研究生　特別聴講学生【研究生】 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成26年度　研究生　特別聴講学生【研究生】 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成27年度　研究生　特別聴講学生（国費・延長含む） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 非正規生 平成28年度　研究生　特別聴講学生（国費・延長含む） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄

国際課 留学生関係 国際コース 平成13年度　私費外国人留学生　特別コース 国際企画課長 2001年度 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄

当初の保存期間：15
年
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日：2017年3月31日
通算延長期間：5年
延長回数：1回

国際課 留学生関係 国際コース 平成14年度　特別コース 国際企画課長 2002年度 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成15年度　新・特別コース 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成15年度　特別コース 国際企画課長 2003年度 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成16年度　特別コース 国際企画課長 2004年度 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成17年度　特別コース 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成18年度　特別コース 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成19年度　国際コース（旧 特別コース） 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成20年度　国際コース（私費留学選考／奨学金） 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄

国際課 留学生関係 国際コース 平成20年度　国際コース（国費優先配置プログラム申請・推薦） 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄

国際課 留学生関係 国際コース 平成21年度　国際コース（私費入学選考／奨学金） 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成22年度　国際コース（私費入学選考／奨学金） 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成23年度　国際コース（私費入学選考／奨学金） 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成24年度　国際コース（私費入学選考／奨学金） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成25年度　国際コース【特別コース】 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成26年度　国際コース 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成27年度　国際コース 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成27年度　国際コース（ABE) 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成28年度　国際コース 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成28年度　国際コース（ABE) 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成18年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2006年度 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成19年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成20年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成21年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成22年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成23年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成24年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成25年度　国際コース（募集要項） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース メコン1000計画 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成24年度　メコン1000計画【国際コース】 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成25年度　メコン1000計画【国際コース】 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成26年度　メコン1000計画【国際コース】 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成21年度　メコン1000計画　奨学金支給等 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成22年度　メコン1000計画　奨学金支給等 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
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国際課 留学生関係 国際コース 平成23年度　メコン1000計画　奨学金支給等 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成24年度　メコン1000計画　奨学金支給等 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成25年度　メコン1000計画　奨学金支給等 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成22年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成23年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成24年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成25年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成26年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成27年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際コース 平成28年度大学院工芸科学研究科国際科学技術コース推進委員会 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　国内採用 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　国内採用 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　国内採用 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　国費留学生給与（2012年4～8月） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　国費留学生給与（2012年9月～2013年3月） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　国費留学生給与 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　国費留学生給与 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　国費留学生給与 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成28年度　国費留学生給与 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　大学推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　大学推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　大学推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　大学推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成28年度　大学推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　国費（学部留学生） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　国費（学部留学生） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　国費（学部留学生） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　国費（学部留学生） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成28年度　国費（学部留学生） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　大使館推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　大使館推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　大使館推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　大使館推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成28年度　大使館推薦による国費外国人留学生 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　国費留学生（渡日・帰国旅費・国費延長） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　国費留学生（渡日・帰国旅費・国費延長） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　国費留学生（渡日・帰国旅費・国費延長） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　国費留学生（渡日・帰国旅費・国費延長） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成28年度　国費留学生（渡日・帰国旅費・国費延長） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　ＳＧＵ国費留学生 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成27年度　ＳＧＵ国費留学生 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成28年度　ＳＧＵ国費留学生 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成24年度　日本語・日本文化研修留学生　教員研修留学生 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成25年度　日本語・日本文化研修留学生　教員研修留学生 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国費留学生 平成26年度　日本語・日本文化研修留学生　教員研修留学生 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 外国政府派遣留学生 平成24年度　政府派遣(マレーシア） 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 外国政府派遣留学生 平成25年度　政府派遣（マレーシア・タイ・サウジアラビア） 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 外国政府派遣留学生 平成26年度　政府派遣（マレーシア・タイ・サウジアラビア） 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 外国政府派遣留学生 平成27年度　政府派遣（マレーシア・タイ・サウジアラビア） 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 外国政府派遣留学生 平成28年度　政府派遣（マレーシア・ペルー・中国） 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 調査 平成24年度　調査・統計 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 調査 平成25年度　調査・統計 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 調査 平成26年度　調査・統計 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 調査 平成27年度　調査・統計 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 調査 平成28年度　調査・統計 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 ＪＩＣＡ 国際協力機構　人材育成支援無償事業 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 京都工芸繊維大学　国際交流会館 国際企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 国際交流会館竣工式典 国際企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 H3 国際交流会館関係綴 国際企画課長 1991年度 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 H4 国際交流会館関係綴 国際企画課長 1992年度 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 H5 国際交流会館関係綴 国際企画課長 1993年度 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成19年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成20年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成21年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成22年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成23年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　修理 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　日誌等 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　日誌等 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　日誌等 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　業務日誌 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　業務日誌 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　寄宿料及びビジネスバンキング契約書 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　寄宿料及びビジネスバンキング契約書 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　補助事業・事故・証明書・集会願・その他 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　補助事業・事故・証明書・集会願・その他 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　補助事業・事故・証明書・集会願・その他 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　補助事業・事故・証明書・集会願・その他 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　清掃 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　清掃 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　清掃関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　清掃関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　清掃関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
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国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　入居届・退去届・受領書・誓約書・備品使用届 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　光熱水料・運営費 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　消防 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　防火管理維持台帳 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　防火管理維持台帳 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　入居 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　入居 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　入居 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　入居 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　入居 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　退居 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　退居 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　退居 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　退居 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 まりこうじ会館　入居者DB 国際企画課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 無期限 電子媒体 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　オリエンテーション・交流会 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　オリエンテーション・交流会 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　オリエンテーション・交流会 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　オリエンテーション・交流会 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　オリエンテーション・交流会 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　債権管理 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　債権管理 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　債権管理 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　債権管理 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　債権管理 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　主事・チューター・職員 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　主事・チューター・職員 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　主事・チューター・職員関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　主事・チューター・職員関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　主事・チューター・職員関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　帳簿 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　帳簿 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 国際課倉庫 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　帳簿 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　帳簿 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　帳簿 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　諸料金改定／管理運営業務委託関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　諸料金改定／管理運営業務委託関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　諸料金改定／管理運営業務委託関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　諸料金改定／管理運営業務委託関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　諸料金改定／管理運営業務委託関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　収納代行システム契約／京信ビジネスバンキング契約変更関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成24年度　まりこうじ会館　インターネット常時接続サービス導入関係 国際企画課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成25年度　まりこうじ会館　インターネット常時接続サービス導入関係 国際企画課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成26年度　まりこうじ会館　インターネット常時接続サービス導入関係 国際企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成27年度　まりこうじ会館　インターネット常時接続サービス導入関係 国際企画課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
国際課 留学生関係 国際交流会館 平成28年度　まりこうじ会館　インターネット常時接続サービス導入関係 国際企画課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 国際課事務室 国際課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（平成14年度） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（平成15年度） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換関係（22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換（23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換（24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換（25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換（26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換（27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位互換 単位互換（28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 調査 調査（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 調査 調査（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 調査 調査（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 調査 調査（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 調査 調査（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学手続関係（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学手続関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学手続関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学手続関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学手続関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 12年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 12年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 12年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 12年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 12年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 12年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 12年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 12年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 12年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 12年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 12年 2028年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 入学書類 入学誓書（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 最終学歴卒業証明書（入学資格確認用）（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 最終学歴卒業証明書（入学資格確認用）（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 最終学歴卒業証明書（入学資格確認用）（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 最終学歴卒業証明書（入学資格確認用）（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 入学書類 最終学歴卒業証明書（入学資格確認用）（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 総合教育センター（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 総合教育センター（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 総合教育センター（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 総合教育センター（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 総合教育センター（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 教務委員会（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 教務委員会（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 教務委員会（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 工芸科学部教務委員会（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 工芸科学部教務委員会（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 工芸科学部教務委員会（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 委員会 京都府教育委員会関係（平成18～22年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究推進事業 教育研究推進事業（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究推進事業 教育研究推進事業（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究推進事業 教育研究推進事業（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究推進事業 教育研究推進事業（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究推進事業 教育研究推進事業（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 ＪＡＢＥＥ関係（14年度～18年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 補助金 ＪST（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 補助金 ＪST（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 インターンシップ インターンシップ（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 インターンシップ インターンシップ（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 インターンシップ インターンシップ（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 現代GP(平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 現代GP(平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 現代GP(平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 特色GP(平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 特色GP(平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 特色GP(平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学院ＧＰ（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学院ＧＰ（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学院ＧＰ（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学院ＧＰ（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学院ＧＰ（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学院ＧＰ（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 創造性豊かな国際的工科系専門技術者の育成（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 創造性豊かな国際的工科系専門技術者の育成（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 新たな工学的感性を養う教育プログラム（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 新たな工学的感性を養う教育プログラム（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 大学改革推進等補助金関係（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 文部科学省教育競争的資金関係（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 文部科学省教育競争的資金関係（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム 戦略的大学連携支援プログラム(平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 GPプログラム GP関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム 理数系教員指導力向上研修（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム 理数系教員指導力向上研修（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SPP等プログラム サイエンスパートナーシッププログラム（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究プロジェクトセンター 教育研究プロジェクトセンター（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究プロジェクトセンター 教育研究プロジェクトセンター（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究プロジェクトセンター 教育研究プロジェクトセンター（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育研究プロジェクトセンター 教育研究プロジェクトセンター（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育懇談会 教育懇談会(平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育懇談会 教育懇談会(平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育懇談会 教育懇談会(平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育懇談会 教育懇談会(平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育懇談会 教育懇談会(平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 英国リーズ大学短期英語研修(2012年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 豪州クイーンズランド大学短期英語研修(2012年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 英国リーズ大学短期英語研修(2013年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 短期英語研修 豪州クイーンズランド大学短期英語研修(2013年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 英国リーズ大学短期英語研修(2014年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 豪州クイーンズランド大学短期英語研修(2014年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 英国リーズ大学短期英語研修(2015年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 豪州クイーンズランド大学短期英語研修(2015年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 英国リーズ大学短期英語研修(2016年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 短期英語研修 豪州クイーンズランド大学短期英語研修(2016年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2004年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2005年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2006年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2007年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2008年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2009年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2010年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2011年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2012年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2013年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2014年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2015年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 データベース 教務ファイル（2016年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 電磁的記録 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成12年度） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成13年度） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成14年度） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成15年度） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 シラバス シラバス（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生証 写真台帳 （平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生証 写真台帳 （平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生証 写真台帳 （平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生証 写真台帳 （平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生証 写真台帳 （平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 学籍データ入力票（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業公開（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業公開（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業公開（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業公開（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業公開（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 転学科関係書類（昭和46年度） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 教育評価・FD部会（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 教育評価・FD部会（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 教育評価・FD部会（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 教育評価・FD部会（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 教育評価・FD部会（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　関係綴（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　関係綴（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　関係綴（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　関係綴（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 大学院　休学　復学　退学　除籍　（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業評価アンケート（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業評価アンケート（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業評価アンケート（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業評価アンケート（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 授業評価アンケート（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 学籍 転入学（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（繊維学部　平成6年度～平成17年度） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸学部　平成6年度～平成17年度） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学部　平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成6年度～平成17年度） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生原簿（工芸科学研究科　平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 科目等履修生 科目等履修生（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（繊維学部　昭和41～昭和48年度） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（繊維学部　昭和49～平成13年度） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（繊維学部　平成14～平成17年度） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（繊維学研究科　昭和41～昭和48年度） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（繊維学研究科　昭和49～昭和63年度） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸学部　昭和53～昭和58年度） 学務課長 1978年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸学部　昭和59～平成2年度） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸学部　平成元～平成6年度） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸学部　平成6～平成11年度） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸学部　平成12～平成17年度） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学部　平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸学研究科　昭和53～昭和63年度） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成2～平成17年度） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究生 研究生原簿（工芸科学研究科　平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 学位授与 論文博士（19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 論文博士（28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 課程博士（28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 博士学位論文（平成25年度授与）学術機関リポジトリ登録申請書 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 博士学位論文（平成26年度授与）学術機関リポジトリ登録申請書 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 博士学位論文（平成27年度授与）学術機関リポジトリ登録申請書 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 博士学位論文（平成28年度授与）学術機関リポジトリ登録申請書 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位授与 学位授与（修士課程）（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 試験 定期試験（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 試験 卒業会議資料（昭和24年度）入学者詮衡資料（昭和25年度） 学務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 試験 卒業会議資料（昭和25年度）入学者詮衡資料（昭和26年度） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 履修 履修（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 履修 受講登録・試験・成績（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 履修 受講登録・試験・成績（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 履修 受講登録・試験・成績（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 履修 受講登録・試験・成績（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 介護等体験（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 介護等体験（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 介護等体験（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 介護等体験（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 介護等体験（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 教育実習（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 教職関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 教職関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 教職関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教育実習 教職（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成12年度） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成13年度） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成14年度） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成15年度） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請関係（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教員免許 教免申請（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 大学の課程認定書・申請書 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職課程認定関係（昭和41～昭和43年） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職課程認定関係（昭和63～平成元年） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職課程認定関係（平成2年度～） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職課程認定関係（平成9年） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職再課程認定関係（平成11年） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和29年） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和44年） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和49年） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和50年） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和57年） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和59年） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和61年　大学院） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和62年　大学院） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（昭和63年） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（平成17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 教職免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 課程認定 課程認定変更届（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位論文 学位論文（昭和42～46年度） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位論文 学位論文（昭和47～53年度） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位論文 学位論文（昭和53～59年度） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位論文 学位論文（昭和42～46年度） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位論文 学位論文（昭和47～53年度） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学位論文 学位論文（昭和53～59年度） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 証明書 証明書発行伺（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 証明書 証明書発行伺（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 証明書 証明書発行伺（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績報告書（明治35年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1902年度 1903年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治36年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1903年度 1904年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治37年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1904年度 1905年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治38年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1905年度 1906年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治39年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1906年度 1907年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治40年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1907年度 1908年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治41年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1908年度 1909年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治42年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1909年度 1910年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治43年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1910年度 1911年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（明治44年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1911年度 1912年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正元年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1912年度 1913年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正2年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1913年度 1914年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正3年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1914年度 1915年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正4年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1915年度 1916年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正5年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1916年度 1917年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正6年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1917年度 1918年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正7年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1918年度 1919年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正8年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1919年度 1920年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正9年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1920年度 1921年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正10年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1921年度 1922年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正11年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1922年度 1923年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正12年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1923年度 1924年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正13年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1924年度 1925年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（大正14年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1925年度 1926年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和元年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1926年度 1927年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和2年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1927年度 1928年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和3年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1928年度 1929年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和4年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1929年度 1930年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和5年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1930年度 1931年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和6年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1931年度 1932年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和7年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1932年度 1933年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和8年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1933年度 1934年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和9年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1934年度 1935年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和10年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1935年度 1936年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和11年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1936年度 1937年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和12年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1937年度 1938年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和13年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1938年度 1939年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和14年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1939年度 1940年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和15年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1940年度 1941年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和16年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1941年度 1942年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和17年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1942年度 1943年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和18年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1943年度 1944年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和19年度　京都工業専門学校） 学務課長 1944年度 1945年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和20年度　京都工業専門学校） 学務課長 1945年度 1946年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和21年度　京都工業専門学校） 学務課長 1946年度 1947年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
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学務課 教務 成績 成績報告書（昭和22年度　京都工業専門学校） 学務課長 1947年度 1948年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 成績報告書（昭和23年度　京都工業専門学校） 学務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和26年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和27年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和28年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和29年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和30年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1955年度 1956年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和31年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和32年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和33年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和34年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和35年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和36年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1961年度 1962年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和37年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1962年度 1963年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和38年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和39年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和40年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和41年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和42年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和43年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和44年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和45年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和46年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和47年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和48年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和49年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和50年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和51年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和52年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和53年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和54年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和55年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和56年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和57年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和58年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和59年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和60年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和61年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和62年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和63年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和24年度入学　工芸学部） 学務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和25年度入学　工芸学部） 学務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和26年度入学　工芸学部） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和27年度入学　工芸学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和28年度入学　工芸学部） 学務課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和29年度入学　工芸学部） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和30年度入学　工芸学部） 学務課長 1955年度 1956年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和31年度入学　工芸学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和32年度入学　工芸学部） 学務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和33年度入学　工芸学部） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和34年度入学　工芸学部） 学務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和35年度入学　工芸学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和36年度入学　工芸学部） 学務課長 1961年度 1962年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和37年度入学　工芸学部） 学務課長 1962年度 1963年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和38年度入学　工芸学部） 学務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和39年度入学　工芸学部） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和40年度入学　工芸学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和41年度入学　工芸学部） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和42年度入学　工芸学部） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和43年度入学　工芸学部） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和44年度入学　工芸学部） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和45年度入学　工芸学部） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和46年度入学　工芸学部） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和47年度入学　工芸学部） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和48年度入学　工芸学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和49年度入学　工芸学部） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和50年度入学　工芸学部） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和51年度入学　工芸学部） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和52年度入学　工芸学部） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和53年度入学　工芸学部） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和54年度入学　工芸学部） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和55年度入学　工芸学部） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和56年度入学　工芸学部） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和57年度入学　工芸学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和58年度入学　工芸学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和52年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和53年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和54年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 成績 学業成績表（昭和55年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和56年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和57年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和58年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和59年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和60年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和61年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和62年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績表（昭和63年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和60年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和61年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和62年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和63年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成元年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成2年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成3年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成4年度卒業　工業短期大学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和57年度入学　工芸学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和58年度入学　工芸学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和59年度入学　工芸学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和60年度入学　工芸学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和61年度入学　工芸学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和62年度入学　工芸学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和63年度入学　工芸学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成元年度入学　工芸学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成2年度入学　工芸学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成3年度入学　工芸学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成4年度入学　工芸学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成5年度入学　工芸学部） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成6年度入学　工芸学部） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成7年度入学　工芸学部） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成8年度入学　工芸学部） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成9年度入学　工芸学部） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成10年度入学　工芸学部） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成11年度入学　工芸学部） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成12年度入学　工芸学部） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成13年度入学　工芸学部） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成14年度入学　工芸学部） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成15年度入学　工芸学部） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成16年度入学　工芸学部） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成17年度入学　工芸学部） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和41年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和42年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和43年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和44年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和45年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和46年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和47年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和48年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和49年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和50年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和51年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和52年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和53年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和54年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和55年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和56年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和57年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和58年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和59年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和60年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和61年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和62年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（昭和63年度入学　大学院繊維学研究科） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成元年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成2年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成3年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成4年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成5年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成6年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成7年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成8年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成9年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成10年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成11年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成12年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成13年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成14年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 成績 成績証明書（平成15年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成16年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成17年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成18年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成19年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成20年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成21年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成22年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成23年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成24年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成25年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成26年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成27年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 成績証明書（平成28年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和元年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1926年度 1927年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和2年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1927年度 1928年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和3年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1928年度 1929年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和4年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1929年度 1930年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和5年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1930年度 1931年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和6年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1931年度 1932年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和7年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1932年度 1933年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和8年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1933年度 1934年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和9年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1934年度 1935年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和10年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1935年度 1936年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和11年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1936年度 1937年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和12年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1937年度 1938年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和13年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1938年度 1939年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和14年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1939年度 1940年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和15年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1940年度 1941年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和16年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1941年度 1942年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和17年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1942年度 1943年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和18年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1943年度 1944年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和19年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1944年度 1945年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和20年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1945年度 1946年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和21年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1946年度 1947年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和22年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1947年度 1948年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和23年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和24年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和25年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和24年度入学　繊維学部） 学務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和25年度入学　繊維学部） 学務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和26年度入学　繊維学部） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和27年度入学　繊維学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和28年度入学　繊維学部） 学務課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和29年度入学　繊維学部） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和30年度入学　繊維学部） 学務課長 1955年度 1956年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和31年度入学　繊維学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和32年度入学　繊維学部） 学務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和33年度入学　繊維学部） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和34年度入学　繊維学部） 学務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和35年度入学　繊維学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和36年度入学　繊維学部） 学務課長 1961年度 1962年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和37年度入学　繊維学部） 学務課長 1962年度 1963年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和38年度入学　繊維学部） 学務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和39年度入学　繊維学部） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和40年度入学　繊維学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和41年度入学　繊維学部） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和42年度入学　繊維学部） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和43年度入学　繊維学部） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和44年度入学　繊維学部） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和45年度入学　繊維学部） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和46年度入学　繊維学部） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和47年度入学　繊維学部） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和48年度入学　繊維学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和49年度入学　繊維学部） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和50年度入学　繊維学部） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和51年度入学　繊維学部） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和52年度入学　繊維学部） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和53年度入学　繊維学部） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和54年度入学　繊維学部） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和55年度入学　繊維学部） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和56年度入学　繊維学部） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和57年度入学　繊維学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和58年度入学　繊維学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和59年度入学　繊維学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和60年度入学　繊維学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和61年度入学　繊維学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和62年度入学　繊維学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和63年度入学　繊維学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成元年度入学　繊維学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成2年度入学　繊維学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成3年度入学　繊維学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成4年度入学　繊維学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成5年度入学　繊維学部） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成6年度入学　繊維学部） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成7年度入学　繊維学部） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成8年度入学　繊維学部） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成9年度入学　繊維学部） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成10年度入学　繊維学部） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成11年度入学　繊維学部） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成12年度入学　繊維学部） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成13年度入学　繊維学部） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成14年度入学　繊維学部） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成15年度入学　繊維学部） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成16年度入学　繊維学部） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成17年度入学　繊維学部） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和57年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和58年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和59年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和60年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和61年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和62年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和63年度入学　工業短期大学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成元年度入学　工芸学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成2年度入学　工芸学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成3年度入学　工芸学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成4年度入学　工芸学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成5年度入学　工芸学部） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成6年度入学　工芸学部） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成7年度入学　工芸学部） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成8年度入学　工芸学部） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成9年度入学　工芸学部） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成10年度入学　工芸学部） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成11年度入学　工芸学部） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成12年度入学　工芸学部） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成13年度入学　工芸学部） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成14年度入学　工芸学部） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成15年度入学　工芸学部） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成16年度入学　工芸学部） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成17年度入学　工芸学部） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成18年度入学　工芸科学部） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成19年度入学　工芸科学部） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成20年度入学　工芸科学部） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成21年度入学　工芸科学部） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成22年度入学　工芸科学部） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成23年度入学　工芸科学部） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成24年度入学　工芸科学部） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成25年度入学　工芸科学部） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成26年度入学　工芸科学部） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成27年度入学　工芸科学部） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成28年度入学　工芸科学部） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和40年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和41年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和42年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和43年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和44年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和45年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和46年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和47年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和48年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和49年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和50年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和51年度入学　大学院工芸学研究科） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成元年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成2年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成3年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成4年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成5年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成6年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成7年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成8年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成9年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成10年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成11年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成12年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成13年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成14年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成15年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成16年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成17年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成18年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成19年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成20年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成21年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成22年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成23年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成24年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成25年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成26年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成27年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（平成28年度入学　大学院工芸科学研究科） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和24～27年度入学　学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和28～31年度入学　学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和32～35年度入学　学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和36～40年度入学　学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和元～5年度 京都高等蚕業　昭和6～10年度　京都高等蚕糸） 学務課長 1935年度 1936年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和11～18年度 　京都高等蚕糸学校） 学務課長 1943年度 1944年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和26～33年度　繊維学部蚕糸別科） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和19～25年度 京都繊維専門　昭和26～40年度 蚕糸別科・繊維別科） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和29～40年度　繊維学部繊維学専攻科，聴講生） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和34～40年度　繊維学部繊維別科） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（昭和29～40年度入学 専攻科・聴講生　昭和41～42年入学 研究科） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 マイクロフィルム 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績原簿（聴講生，研究生　昭和41～48年度　繊維学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績一覧表（昭和39～52年度） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正3～7年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1918年度 1919年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正8年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1919年度 1920年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正9年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1920年度 1921年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正10年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1921年度 1922年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正11年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1922年度 1923年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正12年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1923年度 1924年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正13年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1924年度 1925年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 卒業進級成績（大正14年度卒業　京都高等蚕業学校） 学務課長 1925年度 1926年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 学業成績証明書（昭和60年度入学　繊維学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（昭和61年度入学　繊維学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（昭和62年度入学　繊維学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（昭和63年度入学　繊維学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成元年度入学　繊維学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成2年度入学　繊維学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成3年度入学　繊維学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成4年度入学　繊維学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成5年度入学　繊維学部） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成6年度入学　繊維学部） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成7年度入学　繊維学部） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成8年度入学　繊維学部） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成9年度入学　繊維学部） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成10年度入学　繊維学部） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成11年度入学　繊維学部） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成12年度入学　繊維学部） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成13年度入学　繊維学部） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成14年度入学　繊維学部） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成15年度入学　繊維学部） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成16年度入学　繊維学部） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成17年度入学　繊維学部） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成18年度入学　工芸科学部） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成19年度入学　工芸科学部） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成20年度入学　工芸科学部） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成21年度入学　工芸科学部） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成22年度入学　工芸科学部） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成23年度入学　工芸科学部） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成24年度入学　工芸科学部） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成25年度入学　工芸科学部） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成26年度入学　工芸科学部） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成27年度入学　工芸科学部） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 学業成績証明書（平成28年度入学　工芸科学部） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 成績 試験成績原稿（明治41～大正5年度　本科卒業） 学務課長 1916年度 1917年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 成績 本科（女子）試験成績原簿（明治41～大正3年度） 学務課長 1914年度 1915年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 研究論文 大学院研究論文題目（昭和41～63年度） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究論文 大学院研究論文題目（昭和41～63年度） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 3号館3階学務課倉庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休退学除籍者名簿（昭和24～31年度） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 学生異動簿（休学）（昭和52年～平成7年度） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 学生異動簿（退学）（昭和52年～平成7年度） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 学生異動簿（除籍）（昭和52年～平成7年度） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成8年度） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成9年度） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成10年度） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成11年度） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成12年度） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成13年度） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成14年度） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成15年度） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍関係綴（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 休退学除籍 休学・復学・退学・除籍（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 卒業者 旧農務局蚕業試験場東京産業講習所別科　卒業生人名簿（明治19～28年度） 学務課長 1895年度 1896年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 卒業者 京都蚕業講習所　別科卒業生名簿（明治33～大正8年度） 学務課長 1919年度 1920年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 卒業者 京都蚕業講習所　本科卒業生名簿（明治34～大正10年度） 学務課長 1921年度 1922年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 卒業者 本科・別科（女子）卒業生名簿（明治43～大正4年度） 学務課長 1915年度 1916年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 組織 京都工芸繊維大学設置認可申請書　其の三　繊維学部関係 学務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 組織 繊維化学科 繊維工学科改組関係（昭和57年度） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 組織 大学昇格関係書類（昭和23年度） 学務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学生数 在籍学生数（昭和32～39年度） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成8年度） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成9年度） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成10年度） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成11年度） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成12年度） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成13年度） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成14年度） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成15年度） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成16年度） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成17年度） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成18年度） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生数 在籍学生数（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 聴講生 聴講生原簿（昭和53～平成5年度） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生定員 学生定員関係（昭和59年度～） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別聴講学生 特別聴講学生（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別聴講学生 特別聴講学生（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別聴講学生 特別聴講学生（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別聴講学生 特別聴講学生（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別聴講学生 特別聴講学生（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別研究学生 特別研究学生（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別研究学生 特別研究学生（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別研究学生 特別研究学生（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別研究学生 特別研究学生（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別研究学生 特別研究学生（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 特別受入学生 特別受入学生（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研究指導委託 研究指導委託（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 非正規生 非正規生証明書（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 非正規生 非正規生証明書（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 非正規生 非正規生証明書（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 非正規生 非正規生証明書（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 非正規生 非正規生証明書（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 会議 卒業生・修了生調査協力者会議（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 会議 卒業生・修了生追跡調査（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 授業 授業（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 授業（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 授業（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 授業（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 授業（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 遺伝資源キュレーター育成プログラム（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 昆虫バイオメディカル教育プログラム（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 授業 建築リソースマネジメントコース（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（学部生時に修得した科目）（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（留学）（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 単位認定 単位認定（既修得単位）（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治35年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1902年度 1903年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治36年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1903年度 1904年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治37年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1904年度 1905年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治38年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1905年度 1906年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治39年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1906年度 1907年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治40年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1907年度 1908年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治41年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1908年度 1909年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治42年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1909年度 1910年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治43年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1910年度 1911年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（明治44年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1911年度 1912年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正元年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1912年度 1913年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正2年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1913年度 1914年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正3年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1914年度 1915年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正4年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1915年度 1916年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正5年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1916年度 1917年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正6年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1917年度 1918年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正7年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1918年度 1919年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正8年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1919年度 1920年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正9年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1920年度 1921年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正10年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1921年度 1922年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正11年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1922年度 1923年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正12年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1923年度 1924年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正13年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1924年度 1925年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管

82/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

学務課 教務 学籍簿 学籍簿（大正14年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1925年度 1926年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和元年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1926年度 1927年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和2年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1927年度 1928年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和3年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1928年度 1929年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和4年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1929年度 1930年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和5年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1930年度 1931年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和6年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1931年度 1932年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和7年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1932年度 1933年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和8年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1933年度 1934年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和9年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1934年度 1935年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和10年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1935年度 1936年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和11年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1936年度 1937年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和12年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1937年度 1938年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和13年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1938年度 1939年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和14年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1939年度 1940年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和15年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1940年度 1941年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和16年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1941年度 1942年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和17年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1942年度 1943年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和18年度　京都高等工芸学校） 学務課長 1943年度 1944年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和19年度　京都工業専門学校） 学務課長 1944年度 1945年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和20年度　京都工業専門学校） 学務課長 1945年度 1946年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和21年度　京都工業専門学校） 学務課長 1946年度 1947年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和22年度　京都工業専門学校） 学務課長 1947年度 1948年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和23年度　京都工業専門学校） 学務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和61年度　繊維学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和62年度　繊維学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和63年度　繊維学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成元年度　繊維学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成2年度　繊維学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成3年度　繊維学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成4年度　繊維学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成5年度　繊維学部） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成6年度　繊維学部） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成7年度　繊維学部） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成8年度　繊維学部） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成9年度　繊維学部） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成10年度　繊維学部） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成11年度　繊維学部） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成12年度　繊維学部） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成13年度　繊維学部） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成14年度　繊維学部） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成15年度　繊維学部） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成16年度　繊維学部） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成17年度　繊維学部） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和61年度　工芸学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和62年度　工芸学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（昭和63年度　工芸学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成元年度　工芸学部） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成2年度　工芸学部） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成3年度　工芸学部） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成4年度　工芸学部） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成5年度　工芸学部） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成6年度　工芸学部） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成7年度　工芸学部） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成8年度　工芸学部） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成9年度　工芸学部） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成10年度　工芸学部） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成11年度　工芸学部） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成12年度　工芸学部） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成13年度　工芸学部） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成14年度　工芸学部） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成15年度　工芸学部） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成16年度　工芸学部） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成17年度　工芸学部） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成18年度　工芸科学部） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成19年度　工芸科学部） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成20年度　工芸科学部） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成21年度　工芸科学部） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成22年度　工芸科学部） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成23年度　工芸科学部） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成24年度　工芸科学部） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成25年度　工芸科学部） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成26年度　工芸科学部） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成27年度　工芸科学部） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成28年度　工芸科学部） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成元年度　工芸科学研究科） 学務課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成2年度　工芸科学研究科） 学務課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成3年度　工芸科学研究科） 学務課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成4年度　工芸科学研究科） 学務課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成5年度　工芸科学研究科） 学務課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成6年度　工芸科学研究科） 学務課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成7年度　工芸科学研究科） 学務課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成8年度　工芸科学研究科） 学務課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成9年度　工芸科学研究科） 学務課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成10年度　工芸科学研究科） 学務課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成11年度　工芸科学研究科） 学務課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成12年度　工芸科学研究科） 学務課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成13年度　工芸科学研究科） 学務課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成14年度　工芸科学研究科） 学務課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成15年度　工芸科学研究科） 学務課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成16年度　工芸科学研究科） 学務課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成17年度　工芸科学研究科） 学務課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成18年度　工芸科学研究科） 学務課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成19年度　工芸科学研究科） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成20年度　工芸科学研究科） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成21年度　工芸科学研究科） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成22年度　工芸科学研究科） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成23年度　工芸科学研究科） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成24年度　工芸科学研究科） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成25年度　工芸科学研究科） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成26年度　工芸科学研究科） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成27年度　工芸科学研究科） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍簿（平成28年度　工芸科学研究科） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和24年度　工芸学部） 学務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和25年度　工芸学部） 学務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和26年度　工芸学部） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和27年度　工芸学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和28年度　工芸学部） 学務課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和29年度　工芸学部） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和30年度　工芸学部） 学務課長 1955年度 1956年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和31年度　工芸学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和32年度　工芸学部） 学務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和33年度　工芸学部） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和34年度　工芸学部） 学務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和35年度　工芸学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和36年度　工芸学部） 学務課長 1961年度 1962年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和37年度　工芸学部） 学務課長 1962年度 1963年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和38年度　工芸学部） 学務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和39年度　工芸学部） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍累加記録（昭和40年度　工芸学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（大正10年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1921年度 1922年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（大正11年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1922年度 1923年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（大正12年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1923年度 1924年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（大正13年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1924年度 1925年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（大正14年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1925年度 1926年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和元年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1926年度 1927年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和2年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1927年度 1928年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和3年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1928年度 1929年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和4年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1929年度 1930年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和5年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1930年度 1931年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和6年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1931年度 1932年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和7年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1932年度 1933年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和8年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1933年度 1934年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和9年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1934年度 1935年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和10年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1935年度 1936年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和11年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1936年度 1937年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和12年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1937年度 1938年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和13年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1938年度 1939年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和14年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1939年度 1940年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和15年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1940年度 1941年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和16年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1941年度 1942年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和17年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1942年度 1943年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和18年度　京都高等蚕業学校） 学務課長 1943年度 1944年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和19年度　京都繊維専門学校） 学務課長 1944年度 1945年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和20年度　京都繊維専門学校） 学務課長 1945年度 1946年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和21年度　京都繊維専門学校） 学務課長 1946年度 1947年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和22年度　京都繊維専門学校） 学務課長 1947年度 1948年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和23年度　京都繊維専門学校） 学務課長 1948年度 1949年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和24年度　繊維学部） 学務課長 1949年度 1950年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和25年度　繊維学部） 学務課長 1950年度 1951年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和26年度　繊維学部） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和27年度　繊維学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和28年度　繊維学部） 学務課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和29年度　繊維学部） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和30年度　繊維学部） 学務課長 1955年度 1956年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和31年度　繊維学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和32年度　繊維学部） 学務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和33年度　繊維学部） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和34年度　繊維学部） 学務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和35年度　繊維学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和36年度　繊維学部） 学務課長 1961年度 1962年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和37年度　繊維学部） 学務課長 1962年度 1963年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和38年度　繊維学部） 学務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和39年度　繊維学部） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和40年度　繊維学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和41年度　繊維学部） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和42年度　繊維学部） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和43年度　繊維学部） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和44年度　繊維学部） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和45年度　繊維学部） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和46年度　繊維学部） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和47年度　繊維学部） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和48年度　繊維学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和49年度　繊維学部） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和50年度　繊維学部） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和51年度　繊維学部） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和52年度　繊維学部） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和53年度　繊維学部） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和54年度　繊維学部） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和55年度　繊維学部） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和56年度　繊維学部） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和57年度　繊維学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和58年度　繊維学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和59年度　繊維学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和60年度　繊維学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和41年度　繊維学研究科） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和42年度　繊維学研究科） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和43年度　繊維学研究科） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和44年度　繊維学研究科） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和45年度　繊維学研究科） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和46年度　繊維学研究科） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和47年度　繊維学研究科） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和48年度　繊維学研究科） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和49年度　繊維学研究科） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和50年度　繊維学研究科） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和51年度　繊維学研究科） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和52年度　繊維学研究科） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和53年度　繊維学研究科） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和54年度　繊維学研究科） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和55年度　繊維学研究科） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和56年度　繊維学研究科） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和57年度　繊維学研究科） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和58年度　繊維学研究科） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和59年度　繊維学研究科） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和60年度　繊維学研究科） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和61年度　繊維学研究科） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和62年度　繊維学研究科） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和63年度　繊維学研究科） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和26年度　工業短期大学部） 学務課長 1951年度 1952年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和27年度　工業短期大学部） 学務課長 1952年度 1953年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 移管
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和28年度　工業短期大学部） 学務課長 1953年度 1954年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和29年度　工業短期大学部） 学務課長 1954年度 1955年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和30年度　工業短期大学部） 学務課長 1955年度 1956年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和31年度　工業短期大学部） 学務課長 1956年度 1957年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和32年度　工業短期大学部） 学務課長 1957年度 1958年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和33年度　工業短期大学部） 学務課長 1958年度 1959年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和34年度　工業短期大学部） 学務課長 1959年度 1960年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和35年度　工業短期大学部） 学務課長 1960年度 1961年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和36年度　工業短期大学部） 学務課長 1961年度 1962年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和37年度　工業短期大学部） 学務課長 1962年度 1963年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和38年度　工業短期大学部） 学務課長 1963年度 1964年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和39年度　工業短期大学部） 学務課長 1964年度 1965年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和40年度　工業短期大学部） 学務課長 1965年度 1966年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和41年度　工業短期大学部） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和42年度　工業短期大学部） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和43年度　工業短期大学部） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和44年度　工業短期大学部） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和45年度　工業短期大学部） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和46年度　工業短期大学部） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和47年度　工業短期大学部） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和48年度　工業短期大学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和49年度　工業短期大学部） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和50年度　工業短期大学部） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和51年度　工業短期大学部） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和52年度　工業短期大学部） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和53年度　工業短期大学部） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和54年度　工業短期大学部） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和55年度　工業短期大学部） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和56年度　工業短期大学部） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和57年度　工業短期大学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和58年度　工業短期大学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和59年度　工業短期大学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和60年度　工業短期大学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和61年度　工業短期大学部） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和62年度　工業短期大学部） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和63年度　工業短期大学部） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和41年度　工芸学部） 学務課長 1966年度 1967年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和42年度　工芸学部） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和43年度　工芸学部） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和44年度　工芸学部） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和45年度　工芸学部） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和46年度　工芸学部） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和47年度　工芸学部） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和48年度　工芸学部） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和49年度　工芸学部） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和50年度　工芸学部） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和51年度　工芸学部） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和52年度　工芸学部） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和53年度　工芸学部） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和54年度　工芸学部） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和55年度　工芸学部） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和56年度　工芸学部） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和57年度　工芸学部） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和58年度　工芸学部） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和59年度　工芸学部） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和60年度　工芸学部） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和42年度　工芸学研究科） 学務課長 1967年度 1968年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和43年度　工芸学研究科） 学務課長 1968年度 1969年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和44年度　工芸学研究科） 学務課長 1969年度 1970年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和45年度　工芸学研究科） 学務課長 1970年度 1971年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和46年度　工芸学研究科） 学務課長 1971年度 1972年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和47年度　工芸学研究科） 学務課長 1972年度 1973年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和48年度　工芸学研究科） 学務課長 1973年度 1974年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和49年度　工芸学研究科） 学務課長 1974年度 1975年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和50年度　工芸学研究科） 学務課長 1975年度 1976年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和51年度　工芸学研究科） 学務課長 1976年度 1977年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和52年度　工芸学研究科） 学務課長 1977年度 1978年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和53年度　工芸学研究科） 学務課長 1978年度 1979年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和54年度　工芸学研究科） 学務課長 1979年度 1980年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和55年度　工芸学研究科） 学務課長 1980年度 1981年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和56年度　工芸学研究科） 学務課長 1981年度 1982年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和57年度　工芸学研究科） 学務課長 1982年度 1983年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和58年度　工芸学研究科） 学務課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和59年度　工芸学研究科） 学務課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和60年度　工芸学研究科） 学務課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和61年度　工芸学研究科） 学務課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和62年度　工芸学研究科） 学務課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍簿 学籍カード（昭和63年度　工芸学研究科） 学務課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 TA TA実施報告書（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 TA TA実施報告書（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 TA TA実施報告書（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 TA TA実施報告書（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 TA TA実施報告書（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 ISO関連 ISO関連文書（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 ISO関連 ISO関連文書（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 ISO関連 ISO関連文書（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 ISO関連 ISO関連文書（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 ISO関連 ISO関連文書（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成17～20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 三大学連携関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 H24大学間連携共同教育推進事業（信州大学・福井大学） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 H25大学間連携共同教育推進事業（信州大学・福井大学） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 H26大学間連携共同教育推進事業（信州大学・福井大学） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 H27大学間連携共同教育推進事業（信州大学・福井大学） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 三大学連携 H28大学間連携共同教育推進事業（信州大学・福井大学） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
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学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成16～19年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 年度計画 年度計画関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ24学生後援会 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ25学生後援会 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ26学生後援会 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ27学生後援会 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ28学生後援会 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ24学生後援会収支関係 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ25学生後援会収支関係 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ26学生後援会収支関係 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ27学生後援会収支関係 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学生後援会 Ｈ28学生後援会収支関係 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SGU スーパーグローバル大学創生支援（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 事業終了から5年 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SGU スーパーグローバル大学創生支援（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 事業終了から5年 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 SGU スーパーグローバル大学創生支援（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 事業終了から5年 未定 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 京都府教育委員会等との連携事業サイエンスフェスタなどイベント関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 京都府教育委員会等との連携事業サイエンスフェスタなどイベント関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 京都府教育委員会等との連携事業サイエンスフェスタなどイベント関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 京都府教育委員会等との連携事業サイエンスフェスタなどイベント関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 機器分析センター市民講座・先端技術講座（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 物理チャレンジ（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 物理チャレンジ（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 物理チャレンジ（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 物理チャレンジ（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 京丹後市教育委員会との連携事業（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 京丹後市教育委員会との連携事業（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 高大連携・地域貢献（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 高大連携・地域貢献（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 北京都分校（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 社会連携 体験学習・体験入学（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 外国語自学自習システム（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 外国語自学自習システム（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 エクステンションスクール関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 3×3構造改革（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 教務 語彙・読解力検定（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研修 研修関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研修 研修関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 研修 研修関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 監査 個人情報保護監査（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 監査 個人情報保護監査（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 監査 個人情報保護監査（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 定員外職員等任用関係（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 定員外職員等任用関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 定員外職員等任用関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 定員外職員等任用関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄

87/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

学務課 教務 勤務時間管理 定員外職員等任用関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成19年度） 学務課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成20年度） 学務課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成21年度） 学務課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成22年度） 学務課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成23年度） 学務課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 勤務時間管理 時間外勤務（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 予算 予算関係（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 予算 予算関係（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 予算 予算関係（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 予算 予算関係（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 予算 予算関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 AP事業 AP事業申請関係（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 文部科学省 文部科学省通知（平成24年度） 学務課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 文部科学省 文部科学省通知（平成25年度） 学務課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 文部科学省 文部科学省通知（平成26年度） 学務課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 文部科学省 文部科学省通知（平成27年度） 学務課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 文部科学省 文部科学省通知（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄
学務課 教務 学籍 成績不振学生対応（平成28年度） 学務課長 2016年度 2017年4月1日 12年 2029年3月31日 紙 学務課保管庫 学務課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 法人文書管理関係　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 法人文書管理関係　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 法人文書管理関係　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 法人文書管理関係　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 法人文書管理　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 学生関係規則類　平成18年度 学生サービス課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 学生関係規則類　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 学生関係規則類　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 自己点検評価　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 中期計画　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 中期計画　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 中期計画　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 中期計画　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 中期計画　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成21年度 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成22年度 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出勤簿　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成21年度 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成22年度 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 休暇簿　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成21年度 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成22年度 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄
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学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 超勤簿　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出張伺　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出張伺　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 事務管理 庶務 出張伺　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター会議（平成19年度） 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター会議（平成20年度） 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター会議（平成21年度） 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター会議（平成22年度） 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター会議（平成23年度） 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター会議（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター運営委員会（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター課外活動専門部会（24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター課外活動専門部会（25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター課外活動専門部会（26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター課外活動専門部会（27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター課外活動支援部会（28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター生活指導専門部会（24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター生活指導専門部会（25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター生活指導専門部会（26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター生活指導専門部会（27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター生活指導専門部会（28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター運営委員会生活支援部会（28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センターキャリアサポートディビジョン会議（24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センターキャリアサポートディビジョン会議（25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センターキャリアサポートディビジョン会議（26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センターキャリアサポートディビジョン会議（27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センターキャリアサポート室会議（28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生指導委員会 平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生指導委員会 平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生指導委員会 平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生指導委員会 平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生指導委員会 平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学生支援センター運営委員会学生指導部会（28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 会議 学外会議・学外文書 平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 学生相談関係（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 学生相談関係（平成25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 学生相談関係（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 学生相談関係（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 スタディー・アドバイザー（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 スタディー・アドバイザー（平成25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 スタディー・アドバイザー（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 スタディー・アドバイザー（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 厚生補導 学生相談 スタディー・アドバイザー（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 広報 学生向け広報 学園だよりeーＫＩＴ　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 広報 学生向け広報 学園だよりeーＫＩＴ　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 広報 学生向け広報 学園だよりeーＫＩＴ　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 調査 調査 学生生活調査　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 調査 調査 学生生活調査　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 調査 調査 学生生活実態調査　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 調査 調査 学生生活実態調査　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 環境 環境問題 ISO（24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 環境 環境問題 ISO（25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄
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学生サービス課 環境 環境問題 ISO（26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 環境 環境問題 ISO（27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 環境 環境問題 ISO（28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 ガイダンス 就職ガイダンス　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 ガイダンス 就職ガイダンス　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 ガイダンス 就職ガイダンス　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 ガイダンス 就職ガイダンス　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 ガイダンス 就職ガイダンス　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 その他 就職（調査除く）　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 その他 就職（調査除く）　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 その他 就職（調査除く）　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 その他 就職（調査除く）　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 その他 就職関係（その他）　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 卒業者・修了者進路状況調査　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 卒業者・修了者進路状況調査　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 卒業者・修了者進路状況調査　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 卒業者・修了者進路状況調査　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 卒業者・修了者進路状況調査　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 就職（調査）　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 就職（調査）　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 就職（調査）　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 就職（調査）　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 調査 就職関係（調査）　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 就職相談 就職相談室  24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 就職相談 就職相談室  25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 就職相談 就職相談室  26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 就職相談 就職相談室  27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 就職相談 就職相談室  28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 インターンシップ インターンシップ　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 インターンシップ インターンシップ　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 インターンシップ インターンシップ　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 インターンシップ インターンシップ　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 就職支援 インターンシップ インターンシップ　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 福利厚生 生協 生協関係　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 福利厚生 生協 生協関係　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 福利厚生 生協 生協関係　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 福利厚生 生協 生協関係　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 福利厚生 生協 生協関係　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 福利厚生 大学会館食堂 大学会館業者選定関係　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　出願者証拠書類（学部・大学院）　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　出願者証拠書類（学部・大学院）　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　出願者証拠書類（学部・大学院）　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　出願者証拠書類（学部・大学院）　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　出願者証拠書類（学部・大学院）　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（学部）　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（学部）　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（学部）　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（学部）　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（大学院）　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（大学院）　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（大学院）　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　推薦証拠（大学院）　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構  平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄
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学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　定期・予約採用　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　定期・予約採用　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　定期・予約採用　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　定期・予約採用　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　定期・予約採用　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　在学届/緊急・応急採用　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　在学届/緊急・応急採用　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　在学届/緊急・応急採用　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　在学届/緊急・応急採用　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　在学届/緊急・応急採用　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　継続願・適格認定　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　継続願・適格認定　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　継続願・適格認定　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　継続願・適格認定　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　継続願・適格認定　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　異動届願　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　異動届願　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　異動届願　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　異動届願　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　異動願　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　返還誓約書　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　返還誓約書　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　返還誓約書　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　返還誓約書　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　返還誓約書　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　推薦者添付書類　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　推薦者添付書類　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　推薦者添付書類　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　推薦者添付書類　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 日本学生支援機構　特に優れた業績による返還免除　推薦者添付書類　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 災害救助法適用地域のお知らせ　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 災害救助法適用地域のお知らせ　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 災害救助法適用地域のお知らせ　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 災害救助法適用地域のお知らせ　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 日本学生支援機構 災害救助法適用地域のお知らせ　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 旭硝子奨学会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 各種奨学金　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 各種奨学金　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 各種奨学金　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 各種奨学金　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 各種奨学金　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 東大阪市奨学会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 吉田育英会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 京信榊田喜三郎記念育英会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 勤労学生援助会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 勤労学生援助会　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 勤労学生援助会　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 勤労学生援助会　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 勤労学生援助会　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 山口県奨学会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

91/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

学生サービス課 奨学支援 その他奨学金 中信育英会　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他の奨学金 日本学術振興会　育志賞　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他の奨学金 日本学術振興会　育志賞　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他の奨学金 日本学術振興会　育志賞　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他の奨学金 日本学術振興会　育志賞　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 その他の奨学金 日本学術振興会　育志賞　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 KIT基金奨学金　平成２４年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 KIT基金奨学金　平成２５年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 KIT基金奨学金　平成２６年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 KIT基金奨学金　平成２７年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 KIT基金奨学金　平成２８年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 京都工芸繊維大学基金奨学生申請書　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 京都工芸繊維大学基金奨学生申請書　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 京都工芸繊維大学基金奨学生申請書　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 京都工芸繊維大学基金奨学生申請書　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 京都工芸繊維大学基金奨学生申請書　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 本学独自の奨学金 地域創生Tech Program社会人学生奨学金　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成24年度前期分） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成24年度後期分） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成25年度前期分） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成25年度後期分） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成26年度前期分） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成26年度後期分） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成27年度前期分） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成27年度後期分） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 授業料免除（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 21世紀ＫＩＴ特待生　平成２４年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 21世紀ＫＩＴ特待生　平成２５年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 21世紀ＫＩＴ特待生　平成２６年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 特待生制度　平成２７年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 授業料免除 特待生制度　平成２８年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 入学料免除 入学料免除（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 入学料免除 入学料免除（平成25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 入学料免除 入学料免除（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 入学料免除 入学料免除（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 入学料免除 入学料免除（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成21年度 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成22年度 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 表彰 学生表彰　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 学生受賞 学生受賞届　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 学生受賞 学生受賞届　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 学生受賞 学生受賞届　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 学生受賞 学生受賞届　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 学生受賞 学生受賞届　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 証明書 証明書　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 証明書 証明書　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 証明書 証明書　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 調査 調査関係　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 調査 調査関係　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄
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学生サービス課 奨学支援 調査 調査関係　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 調査 調査関係　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 奨学支援 調査 調査関係　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 社会貢献 献血 献血（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 社会貢献 献血 献血（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 社会貢献 献血 献血（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 社会貢献 ボランティア ボランティア（平成２８年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 セミナー リーダーシップセミナー（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 セミナー リーダーシップセミナー（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 セミナー リーダーシップセミナー（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学園祭 松ヶ崎祭（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学園祭 松ヶ崎祭（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学園祭 松ヶ崎祭（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 団体更新願（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 団体更新願（平成25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 団体更新願（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 団体更新願（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 団体更新願（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 行事計画（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 行事計画（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生団体 行事計画（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 催事 京都学生祭典（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 催事 京都学生祭典（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 催事 京都学生祭典（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 施設 水泳プール（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 施設 水泳プール（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 施設 水泳プール（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生自治組織 学友会・体育会・文化団体連盟（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生自治組織 学友会・体育会・文化団体連盟（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 学生自治組織 学友会・体育会・文化団体連盟（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 証明書 各種証明書（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 証明書 各種証明書（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 証明書 各種証明書（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 近畿地区国立大学体育大会（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 近畿地区国立大学体育大会（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 近畿地区国立大学体育大会（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成20年度/当番校） 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成22年度） 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成23年度） 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 三大学体育大会（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 全国国立工業大学柔剣道大会（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 全国国立工業大学柔剣道大会（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 体育大会 全国国立工業大学柔剣道大会（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 共同プロジェクト 学生と教員の共同プロジェクト事業（平成24年度） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 共同プロジェクト 学生と教員の共同プロジェクト事業（平成25年度） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 共同プロジェクト 学生と教員の共同プロジェクト事業（平成26年度） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 共同プロジェクト 学生と教員の共同プロジェクト事業（平成27年度） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 課外活動 共同プロジェクト 学生と教員の共同プロジェクト事業（平成28年度） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 学災保険 学生教育研究災害傷害保険　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 学災保険 学生教育研究災害傷害保険　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 学災保険 学生教育研究災害傷害保険　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 学災保険 学生教育研究災害傷害保険　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄
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学生サービス課 保健寮務 学災保険 学生教育研究災害傷害保険　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 保健管理センター　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 保健管理センター　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 保健管理センター　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 保健管理センター　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 保健管理センター　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター コミュニケーション支援室　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター コミュニケーション支援室　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター コミュニケーション支援室　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 アクセシビリティ・コミュニケーション支援室 アクセシビリティ・コミュニケーション支援室　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター 健康調査票　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康診断ファイル　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子媒体 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康診断ファイル　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子媒体 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康診断ファイル　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子媒体 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康診断ファイル　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子媒体 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康診断ファイル　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子媒体 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康管理カード　（平成23年度以前常用完了分） 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康管理カード　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康管理カード　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康管理カード　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康管理カード　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 健康管理カード　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 個人カード　（平成24年度　卒業･退学･退職分） 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 個人カード　（平成25年度　卒業･退学･退職分） 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 個人カード　（平成26年度　卒業･退学･退職分） 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 個人カード　（平成27年度　卒業･退学･退職分） 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 個人カード　（平成28年度　卒業･退学･退職分） 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　昭和58年度 学生サービス課長 1983年度 1984年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　昭和59年度 学生サービス課長 1984年度 1985年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　昭和60年度 学生サービス課長 1985年度 1986年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　昭和61年度 学生サービス課長 1986年度 1987年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　昭和62年度 学生サービス課長 1987年度 1988年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　昭和63年度 学生サービス課長 1988年度 1989年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１年度 学生サービス課長 1989年度 1990年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成２年度 学生サービス課長 1990年度 1991年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成３年度 学生サービス課長 1991年度 1992年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成４年度 学生サービス課長 1992年度 1993年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成５年度 学生サービス課長 1993年度 1994年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成６年度 学生サービス課長 1994年度 1995年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成７年度 学生サービス課長 1995年度 1996年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成８年度 学生サービス課長 1996年度 1997年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成９年度 学生サービス課長 1997年度 1998年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１０年度 学生サービス課長 1998年度 1999年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１１年度 学生サービス課長 1999年度 2000年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１２年度 学生サービス課長 2000年度 2001年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１３年度 学生サービス課長 2001年度 2002年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１４年度 学生サービス課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成１５年度 学生サービス課長 2003年度 2004年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成16年度 学生サービス課長 2004年度 2005年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成17年度 学生サービス課長 2005年度 2006年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成18年度 学生サービス課長 2006年度 2007年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成21年度 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成22年度 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

94/98



京都工芸繊維大学法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類 名称 作成・取得者
作成・取得

年度
起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所 管理者

保存期
間満了
時の措

置

備考

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 保健寮務 保健管理センター 特殊健康診断　問診表　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 無期限 無期限 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 証明書 学割証明書　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 証明書 学割証明書　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 証明書 学割証明書　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 証明書 通学・実習証明書　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 証明書 通学・実習証明書　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 証明書 通学・実習証明書　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 入構許可 単車・自転車登録　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 入構許可 単車・自転車登録　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 入構許可 単車・自転車登録　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 入構許可 自動車入構許可　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 入構許可 自動車入構許可　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 入構許可 自動車入構許可　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成19年度 学生サービス課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成20年度 学生サービス課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成21年度 学生サービス課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成22年度 学生サービス課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成23年度 学生サービス課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成24年度 学生サービス課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成25年度 学生サービス課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成26年度 学生サービス課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成27年度 学生サービス課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

学生サービス課 生活支援 通学登録 通学登録票　平成28年度 学生サービス課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生サービス課事務室 学生サービス課長 廃棄

入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ21） 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ22） 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ23） 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ24） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ25） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ26） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題委員会 （Ｈ27） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 出題担当者会議 （Ｈ28） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ１９ 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２０ 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２１ 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２２ 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２３ 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２４ 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２５ 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２６ 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入学試験委員会  Ｈ２７ 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試実施室会議（Ｈ２８）（学部入試） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ１９）（学部入試） 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２０）（学部入試） 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２１）（学部入試） 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２２）（学部入試） 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２３）（学部入試） 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２４）（学部入試） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２５）（学部入試） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２６）（学部入試） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２７）（学部入試） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２８）（学部入試） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試実施室会議（Ｈ２８）（大学院入試） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ１９）（大学院入試） 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２０）（大学院入試） 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２１）（大学院入試） 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２２）（大学院入試） 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２３）（大学院入試） 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２４）（大学院入試） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２５）（大学院入試） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２６）（大学院入試） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２７）（大学院入試） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 学内会議 入試企画室会議（Ｈ２８）（大学院入試） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（Ｈ１９） 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（Ｈ２０） 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（Ｈ２１） 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（Ｈ２２） 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
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入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（Ｈ２３） 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（平成24年度） 評価・広報課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 学内会議 入試広報室会議（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ１９） 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２０） 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２１） 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２２） 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２３） 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２４） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２５） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２６） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 学内会議 AO入試室会議（Ｈ２７） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 3年次編入学試験　合否判定資料(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 私費外国人入学試験　合否判定資料(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 ダビンチ（ＡＯ）入試　合否判定資料(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 社会人入試　合否判定資料(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（前期日程）　合否判定資料(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 審議資料 一般入試（後期日程）　合否判定資料(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(Ｈ26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（修士課程）　成績表　(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ20) 入試課長 2007年度 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ21) 入試課長 2008年度 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ22) 入試課長 2009年度 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ23) 入試課長 2010年度 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
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入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ24) 入試課長 2011年度 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ25) 入試課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(Ｈ26) 入試課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(H27) 入試課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(H28) 入試課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 審議資料 大学院工芸科学研究科（博士課程）　成績表　(H29) 入試課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２５年度　出願書類（不合格者）（学部入試） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２６年度　出願書類（不合格者）（学部入試） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２７年度　出願書類（不合格者）（学部入試） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２８年度　出願書類（不合格者）（学部入試） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２９年度　出願書類（不合格者）（学部入試） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２５年度　出願書類（不合格者）（大学院入試） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２６年度　出願書類（不合格者）（大学院入試） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２７年度　出願書類（不合格者）（大学院入試） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２８年度　出願書類（不合格者）（大学院入試） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２９年度　出願書類（不合格者）（大学院入試） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２５年度入学　前期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２６年度入学　前期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２７年度入学　前期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２８年度入学　前期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２９年度入学　前期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２５年度入学　後期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２６年度入学　後期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２７年度入学　後期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２８年度入学　後期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２９年度入学　後期日程　出願書類（合格者） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 一般選抜（前期日程・後期日程）志願者データ　平成２５年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 一般選抜（前期日程・後期日程）志願者データ　平成２６年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 一般選抜（前期日程・後期日程）志願者データ　平成２７年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 一般選抜（前期日程・後期日程）志願者データ　平成２８年度 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 一般選抜（前期日程・後期日程）志願者データ　平成２９年度 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２５年度入学　大学院工芸科学研究科（修士課程）入学者出願書類 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２６年度入学　大学院工芸科学研究科（修士課程）入学者出願書類 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２７年度入学　大学院工芸科学研究科（修士課程）入学者出願書類 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２８年度入学　大学院工芸科学研究科（修士課程）入学者出願書類 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２９年度入学　大学院工芸科学研究科（修士課程）入学者出願書類 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２５年度入学　大学院工芸科学研究科（博士課程）入学者出願書類 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２６年度入学　大学院工芸科学研究科（博士課程）入学者出願書類 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２７年度入学　大学院工芸科学研究科（博士課程）入学者出願書類 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２８年度入学　大学院工芸科学研究科（博士課程）入学者出願書類 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 平成２９年度入学　大学院工芸科学研究科（博士課程）入学者出願書類 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 大学院入試　入試実施関係書類（H24実施） 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 大学院入試　入試実施関係書類（H25実施） 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 大学院入試　入試実施関係書類（H26実施） 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 大学院入試　入試実施関係書類（H27実施） 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 大学院入試 願書類 大学院入試　入試実施関係書類（H28実施） 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２５年度入学　３年次編入学　出願書類 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２６年度入学　３年次編入学　出願書類 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２７年度入学　３年次編入学　出願書類 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２８年度入学　３年次編入学　出願書類 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２９年度入学　３年次編入学　出願書類 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ３年次編入学志願者データ　平成２５年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ３年次編入学志願者データ　平成２６年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ３年次編入学志願者データ　平成２７年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ３年次編入学志願者データ　平成２８年度 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ３年次編入学志願者データ　平成２９年度 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２５年度入学　ダビンチ（ＡＯ）入試　出願書類 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２６年度入学　ダビンチ（ＡＯ）入試　出願書類 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２７年度入学　ダビンチ（ＡＯ）入試　出願書類 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２８年度入学　ダビンチ（ＡＯ）入試　出願書類 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 平成２９年度入学　ダビンチ（ＡＯ）入試　出願書類 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ダビンチ（ＡＯ）入試志願者データ　平成２５年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ダビンチ（ＡＯ）入試志願者データ　平成２６年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ダビンチ（ＡＯ）入試志願者データ　平成２７年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ダビンチ（ＡＯ）入試志願者データ　平成２８年度 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 ダビンチ（ＡＯ）入試志願者データ　平成２９年度 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 社会人入試出願書類　平成25年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 社会人入試出願書類　平成26年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 社会人入試出願書類　平成27年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 社会人入試志願者データ　平成25年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 社会人入試志願者データ　平成26年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 社会人入試志願者データ　平成27年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試出願書類　平成25年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ金庫室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試出願書類　平成26年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試出願書類　平成27年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試出願書類　平成28年度 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試出願書類　平成29年度 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課書類庫 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試志願者データ　平成25年度 入試課長 2012年度 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試志願者データ　平成26年度 入試課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試志願者データ　平成27年度 入試課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試志願者データ　平成28年度 入試課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 学部入試 願書類 私費外国人入試志願者データ　平成29年度 入試課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電磁的記録 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 高校別　進学ガイダンス（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 高校別　進学ガイダンス（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 高校別　進学ガイダンス（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 高校別　進学ガイダンス（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
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入試課 入試広報 入試広報 進学ガイダンス（平成25年度） 評価・広報課長 2013年度 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 進学ガイダンス（平成26年度） 評価・広報課長 2014年度 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 進学ガイダンス（平成27年度） 企画課長 2015年度 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
入試課 入試広報 入試広報 進学ガイダンス（平成28年度） 企画課長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入試課事務室 入試課長 廃棄
監査室 監事業務 監事関係 監事関係（平成26年度） 総務企画課長 2014年度 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 監査室執務室（3号館2階） 監査室長 廃棄
監査室 監事業務 監事関係 監事関係（平成27年度） 総務課長 2015年度 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 監査室執務室（3号館2階） 監査室長 廃棄
監査室 監事業務 監事関係 監事関係（平成28年度） 監査室長 2016年度 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 監査室執務室（3号館2階） 監査室長 廃棄
監査室 監事監査 監事監査 監事監査等（平成28年度） 監査室長 2016年度 2017年4月1日 無期限 未定 紙 監査室執務室（3号館2階） 監査室長 廃棄
監査室 監査・総務 監査室関係 監査室関係（平成28年度） 監査室長 2016年度 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 監査室執務室（3号館2階） 監査室長 廃棄
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