
国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

1976年度 管理一般 総括 公印簿 総務部総務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 国立大学協会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 卒業式・修了式（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 大学基準協会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 入学式（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 北陸信越工学教育協会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 国立大学協会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 卒業式・修了式（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 大学基準協会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 入学式（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 北陸信越工学教育協会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 国立大学協会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括
年度途中（学位記授与式・8月／9月入学式）（平成31年
度・令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 卒業式・修了式（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 大学基準協会（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 入学式（令和２年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 北陸信越工学教育協会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 国立大学協会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括
年度途中（学位記授与式・8月／9月入学式）（令和２年
度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 卒業式・修了式（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 大学基準協会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 入学式（令和３年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 北陸信越工学教育協会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2012年度 管理一般 総括 大学等産学官自立化促進プログラム（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 文部科学省（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 産学官連携功労者表彰推薦（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 総括 文部科学省（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 総括 文部科学省（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 総括 文部科学省（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 文部科学省戦略展開プログラム関係（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 総括 文部科学省（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学外）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学内）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 文部科学省（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学外）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学内）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 諸照会・通知（文部科学省）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 産学連携等実施状況調査（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2018年度 管理一般 総括 卓越大学院プログラム（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学外）（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学内）（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 諸照会・通知（文部科学省）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 卓越大学院プログラム（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括
研究機器相互ネットワーク導入実証プログラム（SHARE）
（令和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学外）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学内）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 諸照会・通知（文部科学省）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 卓越大学院プログラム（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括
研究機器相互ネットワーク導入実証プログラム（SHARE）
（令和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 国立大学法人等研究協力部課長会議（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学外）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 諸照会・通知（学内）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 諸照会・通知（文部科学省）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 卓越大学院プログラム（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 国立大学法人等研究協力部課長会議（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括
先端研究基盤共用促進事業　コアファシリティ構築支援
プログラム（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 JABEE対応検討部会（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 管理一般 総括 教育の質保証部会（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 管理一般 総括 教育の質保証部会（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 管理一般 総括 教育の質保証部会（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 教育の質保証部会（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2017年度 管理一般 総括 各種研修会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 第Ⅲ期中期目標・計画（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 各種研修会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 第Ⅲ期中期目標・計画（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 各種研修会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 第Ⅲ期中期目標・計画（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 各種研修会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 第Ⅲ期中期目標・計画（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 各種研修会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 第Ⅲ期中期目標・計画（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 第IV期中期目標・計画（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 国立大学協会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括
年度途中（学位記授与式・8月／9月入学式）（令和３年
度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 卒業式・修了式（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 大学基準協会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 入学式（令和４年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 北陸信越工学教育協会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2013年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 顧問弁護士契約関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 学内規則改正（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 顧問弁護士契約関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 学内規則制定（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 管理一般 法令・規則 顧問弁護士契約関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 学内規則制定（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 学内規則集刊行・追録（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 顧問弁護士契約関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 学内規則制定（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 法令関係通達（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 顧問弁護士契約関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2016年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 就業規則等届出・報告（文部科学省）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 就業規則等届出・報告（文部科学省）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定の変更届（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定・労使協定締結伺（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 就業規則等届出・報告（文部科学省）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定　変更届（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定伺（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 労使協定締結伺（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 就業規則等届出・報告（文部科学省）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定　変更届（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定伺（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 労使協定締結伺（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（依頼）（平成23年度） 総務部財務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（決裁）（平成23年度） 総務部財務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2012年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（依頼）（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（決裁）（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 文部科学省等からの諸令達・通知（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 文部科学省等からの諸令達・通知（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（依頼）（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（決裁）（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（依頼）（平成26年度） 総務部財務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（決裁）（平成26年度） 総務部財務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 文部科学省等からの諸令達・通知（平成26年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（依頼）（平成27年度） 総務部財務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（決裁）（平成27年度） 総務部財務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 文部科学省等からの諸令達・通知（平成27年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 学内規定等制定（平成28年度） 総務部財務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 文部科学省等からの諸令達・通知（平成28年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 会計規程関係綴（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 研究費不正防止関係（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 文部科学省からの往復文書（調書）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 他機関からの往復文書（調書）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 会計規程関係綴（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 研究費不正防止関係（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 文部科学省からの往復文書（調書）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 他機関からの往復文書（調書）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 会計規程関係綴（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

8/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2019年度 管理一般 法令・規則 研究費不正防止関係（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 文部科学省からの往復文書（調書）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 他機関からの往復文書（調書）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 会計規程関係綴（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 研究費不正防止関係（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 文部科学省からの往復文書（調書）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 他機関からの往復文書（調書）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 会計規程関係綴（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 研究費不正防止関係（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 文部科学省からの往復文書（調書）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 他機関からの往復文書（調書）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 規則・既定の制定等（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 税額控除に係る申請・証明関係（平成29年度）
総務部基金・卒業生室
長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄
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2018年度 管理一般 法令・規則 税額控除に係る申請・証明関係（平成30年度）
総務部基金・卒業生室
長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2019年度 管理一般 法令・規則 税額控除に係る申請・証明関係（令和元年度）
総務部基金・卒業生室
長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 税額控除に係る申請・証明関係（令和２年度）
総務部基金・卒業生室
長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 税額控除に係る申請・証明関係（令和３年度） 基金・卒業生室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2011年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成23年度） 学務部学術情報課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（図書館関連）（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 30年 2048/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（図書館関連）（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 学内規程等（図書館関連）（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 就業規則等届出・報告（文部科学省）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 就業規則・労使協定　変更届（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 就業規則制定伺（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 労使協定締結伺（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 法令・規則 規則等の制定・改正報告（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度 管理一般 組織 法人登記に関する文書 総務部総務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 移管

2011年度 管理一般 組織
設置計画（原子力システム安全工学専攻）（平成23年
度）

総務部総務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2012年度 管理一般 組織
原子力システム安全工学専攻履行状況報告関係（平成24
年度）

総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2012年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 組織
原子力システム安全工学専攻履行状況報告関係（平成25
年度）

総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2014年度 管理一般 組織
設置計画（技術科学イノベーション専攻、環境社会基盤
工学専攻、環境社会基盤工学課程）

総務部企画・広報室長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2014年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2015年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2015年度 管理一般 組織 設置計画履行状況等調査関係（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2016年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2016年度 管理一般 組織 設置計画履行状況等調査関係（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 組織 設置計画履行状況等調査関係（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 組織 高専と大学の共同教育課程構想（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 組織 設置計画履行状況等調査関係（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 組織 高専と大学の連携教育プログラム（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 組織 設置基準関係（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 組織 設置計画履行状況等調査関係（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 組織 高専と大学の連携教育プログラム（令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 組織 高専と大学の連携教育プログラム（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 組織 設置基準関係（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 組織
設置計画（工学研究科システム安全専攻）（令和２年
度）

総務部大学戦略課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 組織 設置基準関係（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 組織
設置計画履行状況等調査関係（システム安全工学専攻）
（令和３年度）

大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2021年度 管理一般 組織 設置計画（工学課程、工学専攻、先端工学専攻） 大学戦略課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 組織 高専と大学の連携教育プログラム（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議
関東甲信越地区国立大学等総務系部課長等会議（平成24
年度）

総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 経営協議会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 役員会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議
関東甲信越地区国立大学等総務系部課長等会議（平成25
年度）

総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 経営協議会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 役員会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2014年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 役員会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 経営協議会（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 役員会（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 経営協議会（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 役員会（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 経営協議会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 高等教育コンソーシアムにいがた（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 国立工業大学長懇談会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 管理一般 会議 国立大学54工学系学部長会議（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 国立大学工学部長会議・総会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全国国立大学工学系学長懇談会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 中部圏国立大学工学系事務協議会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 北陸信越地区国立大学工学部長会議（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 北陸信越地区国立大学工学部長懇談会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 役員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 学長選考会議（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 教育研究評議会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 教授会（教授）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 経営協議会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 高等教育コンソーシアムにいがた（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 国立工業大学長懇談会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 国立大学55工学系学部長会議（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 国立大学工学部長会議・総会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全国国立大学工学系学長懇談会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 中部圏国立大学工学系事務協議会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 北陸信越地区国立大学工学部長会議（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 北陸信越地区国立大学工学部長懇談会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 役員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 学長選考会議（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 教育研究評議会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 教授会（教授）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 経営協議会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 高等教育コンソーシアムにいがた（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 国立工業大学長懇談会（平成31年度・令和元年） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 国立大学56工学系学部長会議（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
国立大学工学部長会議・総会（平成31年度・令和元年
度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
全国国立大学工学系学長懇談会（平成31年度・令和元
年）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 地元懇和会（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
中部圏国立大学工学系事務協議会（平成31年度・令和元
年）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
北陸信越地区国立大学工学部長会議・懇談会（令和元年
度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 役員会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 学長選考会議（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 教育研究評議会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 教授会（教授）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 経営協議会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 高等教育コンソーシアムにいがた（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 国立工業大学長懇談会（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 管理一般 会議 国立大学56工学系学部長会議（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 国立大学工学部長会議・総会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 全国国立大学工学系学長懇談会（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 地元懇和会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
北陸信越地区国立大学工学部長会議・懇談会（令和２年
度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 役員会（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 教員データベース管理運営委員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 教員データベース管理運営委員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 教員データベース管理運営委員会（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 教員データベース管理運営委員会（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 教員データベース管理運営委員会（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 男女共同参画推進委員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 男女共同参画推進委員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 男女共同参画推進室（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 男女共同参画推進室（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 男女共同参画関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　外部評価委員会（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　担当者連絡会議資料（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　連携機関・協力機関会合（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　連携推進会議資料（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　外部評価委員会（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　連携機関・協力機関会合（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

16/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2020年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　連携推進会議資料（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 施設環境委員会（平成24年度） 総務部施設管理課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 省エネルギー対策委員会（平成24年度） 総務部施設管理課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 廃液等処理委員会（平成24年度） 総務部施設管理課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 施設環境委員会（平成25年度） 総務部施設管理課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 省エネルギー対策委員会（平成25年度） 総務部施設管理課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 廃液等処理委員会（平成25年度） 総務部施設管理課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 施設環境委員会（平成26年度） 総務部施設管理課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 省エネルギー対策委員会（平成26年度） 総務部施設管理課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 施設環境委員会（平成27年度） 総務部施設課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 施設環境委員会（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 施設環境委員会（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 防火防災委員会（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 総合評価委委員会（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 競争参加資格等審査委員会（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 入札監視委員会（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 遺伝子組換え実験安全委員会（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 動物実験委員会（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 生命倫理委員会（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 テクノインキュベーションセンター関係（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 産学官・地域連携／知的財産本部（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 テクノインキュベーションセンター関係（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 産学官・地域連携／知的財産本部（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2013年度 管理一般 会議 三機関連携会議・打合せ（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 技学イノベーション部会・運営委員会（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 三機関連携会議・打合せ（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 技学イノベーション部会・運営委員会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 テクノインキュベーションセンター関係（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 産学官・地域連携／知的財産本部（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 テクノインキュベーションセンター関係（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 産学官・地域連携／知的財産本部（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 三機関連携会議・打合せ（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 技学イノベーション部会・運営委員会（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2012/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 知的財産委員会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 テクノインキュベーションセンター関係（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 技学イノベーション推進センター(平成28年)
総務部研究・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 産学官・地域連携／知的財産本部（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 三機関連携会議・打合せ（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2016年度 管理一般 会議 技学イノベーション部会・運営委員会（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 地方活性化に関する国際会議（ISLife2017）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 技学イノベーション推進センター(平成29年)
総務部産学・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 会議・打合せ（三機関連携イノベ）学外（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 会議・打合せ（三機関連携イノベ）学内（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 遺伝子組換え実験安全委員会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 生命倫理委員会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 動物実験委員会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 分析計測センター関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 共同研究センター長会議（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 技学イノベーション推進センター(平成30年)
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 技学グローバルセンター（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 遺伝子組換え実験安全委員会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 生命倫理委員会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 動物実験委員会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 分析計測センター関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2019年度 管理一般 会議 技学イノベーション推進センター（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 遺伝子組換え実験安全委員会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 動物実験委員会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 生命倫理委員会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 分析計測センター関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
極限エネルギー密度工学研究センター関係（令和元年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 技学イノベーション推進センター（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 国立大学法人共同研究センター長等会議（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 遺伝子組換え実験安全委員会（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 動物実験委員会（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 生命倫理委員会（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 分析計測センター関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 極限エネルギー密度工学研究センター関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（令和２年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 知的財産活用専門部会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 技術開発センター関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 技学イノベーション推進センター（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 国立大学法人産学連携センター長等会議（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 遺伝子組換え実験安全委員会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 動物実験委員会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2021年度 管理一般 会議 生命倫理委員会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 分析計測センター関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 地域防災実践研究センター（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 新潟地域留学生等交流推進会議（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 長岡市国際交流協会（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
留学生センター長及び留学生課長等合同会議等（令和３
年度）

国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成24年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 入学者選抜方法研究委員会（平成24年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成25年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 入学者選抜方法研究委員会（平成25年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成26年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 入学者選抜方法研究委員会（平成26年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成27年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 入学者選抜方法研究委員会（平成27年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄
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2016年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成28年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 入学者選抜改革ワーキンググループ（平成28年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 入学者選抜改革ワーキンググループ（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 入学試験委員会（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 入学者選抜改革ワーキンググループ（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 入学試験委員会（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 入学者選抜改革ワーキンググループ（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 入学試験委員会（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 入学者選抜改革ワーキンググループ（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議
国際企画担当部課長会議、国際企画担当責任者連絡協議
会（平成29年度）

学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 管理一般 会議 国際連携教育会議（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 管理一般 会議 国際連携教育会議（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2016年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 会議
留学生担当部課長会議、留学生担当センター長会議（平
成29年度）

学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 新潟地域留学生等交流推進会議（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議
国際企画担当部課長会議、国際企画担当責任者連絡協議
会（平成30年度）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 会議 国際交流委員会（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 会議 新潟地域留学生等交流推進会議（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議
留学生担当部課長会議、留学生担当センター長会議（平
成30年度）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
国際企画担当部課長会議、国際企画担当責任者連絡協議
会（令和元年度）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 会議 国際交流委員会（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 会議 新潟地域留学生等交流推進会議（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 長岡市国際交流協会交流推進委員会（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
留学生担当部課長会議、留学生担当センター長会議（令
和元年度）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
国際企画担当部課長会議、国際企画担当責任者連絡協議
会（令和２年度）

学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 国際交流委員会（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 新潟地域留学生等交流推進会議（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 長岡市国際交流協会（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
留学生センター長及び留学生課長等合同会議等（令和２
年度）

学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 基金運営委員会（平成29年度）
総務部基金・卒業生室
長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 基金運営委員会（平成30年度）
総務部基金・卒業生室
長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄
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2019年度 管理一般 会議 基金運営委員会（令和元年度）
総務部基金・卒業生室
長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 基金運営委員会（令和２年度）
総務部基金・卒業生室
長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 基金運営委員会（令和３年度） 基金・卒業生室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成24年度） 技術支援センター長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成25年度） 技術支援センター長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成26年度） 技術支援センター長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成27年度） 技術支援センター長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成28年度） 技術支援センター長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成29年度） 技術支援センター長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（平成30年度） 技術支援センター長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（令和元年度） 技術支援センター長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
専攻会議、運営委員会、教授連絡会議事録等（令和3年
度）

機械創造工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 将来計画委員会・専門部会（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 会議 将来計画委員会・専門部会（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2014年度 管理一般 会議 高専校長との懇談会（各地区）（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2015年度 管理一般 会議 高専校長との懇談会（各地区）（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 管理一般 会議 高専校長との懇談会（各地区）（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 会議 役員副学長会議（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 会議 広報委員会（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 会議 三機関連携会議・打合せ（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 会議 役員副学長会議（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 会議 広報委員会（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 会議
高専専攻科との連携教育プログラム準備WG（平成30年
度）

総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 会議 役員副学長会議（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 会議 大学戦略会議（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 会議 専攻長懇談会（平成31/令和元年度） 総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 事務連絡会議（平成31/令和元年度） 総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 広報委員会（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 会議
高専専攻科との連携教育プログラム準備WG・協議会（令
和元年度）

総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 会議 システム安全専攻外部評価委員会（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 会議 システム安全専攻外部評価委員会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 会議
システム安全専攻　自己点検・改革委員会（平成29年
度）

総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 会議
システム安全専攻　自己点検・改革委員会（平成30年
度）

総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 会議
システム安全専攻　自己点検・改革委員会（令和元年
度）

総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 役員副学長会議（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 大学戦略会議（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 専攻長懇談会（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 システム安全専攻自己点検・改革委員会（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2020年度 管理一般 会議 学内共同教育研究センター委員会（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 広報委員会（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 役員副学長会議（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 大学戦略会議（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 学内共同教育研究センター委員会（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 広報委員会（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2016年度 管理一般 会議 ＩＲ推進室会議（平成28年度） 総務部ＩＲ・企画課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 ＩＲ推進室会議（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 ＩＲ推進室会議（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 ＩＲ推進室会議（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 ＩＲ推進室会議（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 ＩＲ推進室会議（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議
関東甲信越地区国立大学附属図書館事務部課長会議（平
成28年度）

学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議
関東甲信越地区国立大学附属図書館事務部課長会議（平
成29年度）

総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2017年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 国立大学図書館協会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
国立大学図書館協会（関東甲信越地区含む）（平成31年
度）

総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
国立大学図書館協会（関東甲信越地区含む）（令和2年
度）

総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
国立大学図書館協会（関東甲信越地区含む）（令和3年
度）

総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 新潟県大学図書館協議会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 図書館情報交流集会関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 図書館情報交流集会関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

27/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2021年度 管理一般 会議 附属図書館運営委員会（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 関東・甲信越地区情報化連絡協議会（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 関東・甲信越地区情報化連絡協議会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 国立大学法人等監事協議会関係（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 国際企画担当責任者連絡協議会（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 国際交流委員会（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 国際交流委員会（委員会後処理）（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（令和2年度） 技術支援センター長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 技術支援企画・調整会議（令和3年度） 技術支援センター長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学長選考会議（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 教育研究評議会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 教授会（教授、准教授及び講師）（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 教授会（教授）（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 経営協議会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 高等教育コンソーシアムにいがた（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 国立工業大学長懇談会（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 国立大学56工学系学部長会議（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 国立大学工学部長会議・総会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全国国立大学工学系学長懇談会（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 地元懇和会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
北陸信越地区国立大学工学部長会議・懇談会（令和３年
度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 高専機構・技科大協議会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 管理一般 会議 役員会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 専攻長懇談会（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 事務連絡会議（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 事務連絡会議（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 男女共同参画関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　外部評価委員会（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　連携機関・協力機関会合（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　連携推進会議資料（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議
専攻会議、運営委員会、教授連絡会議事録等（令和元年
度）

機械創造工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 会議
専攻会議、運営委員会、教授連絡会議事録等（令和2年
度）

機械創造工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 研究室配属判定資料（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 専攻会議、教官会議議事録等（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 専攻会議、教官会議議事録等（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 専攻会議、教官会議議事録等（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 大学院推薦基準（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 大学院推薦基準（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 大学院推薦基準（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学生実験関連資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 研究室配属の基準・内規（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 専攻会議、教員会議議事録等（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 専攻会議、教員会議議事録等（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 専攻会議、教員会議議事録等（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 専攻会議、教官会議議事録等（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄
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2020年度 管理一般 会議 専攻会議、教官会議議事録等（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 3年 2024/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2021年度 管理一般 会議 専攻会議、教官会議議事録等（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 3年 2025/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部会議議事概要（令和元年度） 基盤共通教育部長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部会議議事概要（令和2年度） 基盤共通教育部長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部会議議事概要（令和3年度） 基盤共通教育部長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育系長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 カリキュラム管理部会（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 入学試験委員会（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 入学者選抜改革ワーキンググループ（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 大学名義の使用（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 大学名義の使用（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 危機管理関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 新型コロナウイルス感染症関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 移管

2019年度 管理一般 運営 大学名義の使用（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 危機管理関係 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 新型コロナウイルス感染症関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 移管

2020年度 管理一般 運営 大学名義の使用（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 危機管理関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　女性研究者の研究・キャリア支援（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　シンポジウム、講演会等（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　ライフイベント支援（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　各種施策資料（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　三機関　共同研究（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　申請書、選定結果、調書等（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄
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2020年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　シンポジウム、講演会等（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　ライフイベント支援（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　各種施策資料（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　三機関　共同研究（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　女性研究者の研究・キャリア支援（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　補助金　交付申請書（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 公開講座（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 講演会（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 高度技術者研修（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 産学官連携コーディネーター（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 技術シーズプレゼンテーション（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 学外出展（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 公開講座（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 講演会（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 高度技術者研修（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 産学官連携コーディネーター（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 技術シーズプレゼンテーション（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 学外出展（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 三機関連携イノベーション関係（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 技術シーズプレゼンテーション（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 学外出展（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 三機関連携イノベーション関係（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 公開講座（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2014年度 管理一般 運営 講演会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 公開講座（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 講演会（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 技術シーズプレゼンテーション（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 学外出展（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 三機関連携イノベーション関係（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 ＳＴＡＲＴ事業関係
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 ＳＴＡＲＴ事業関係
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 公開講座（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 講演会（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 技術シーズプレゼンテーション（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 学外出展（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 三機関連携イノベーション関係（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 キャンパスインキュベーション（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 テクノインキュベーションセンター関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 公開講座（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 学外出展（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 三機関連携イノベ（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 雇用関係（三機関連携イノベ）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 機能強化取組４（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 GI-net関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 各センター予算関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 メタン高度利用技術シンポジウム（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2017年度 管理一般 運営 ラジオアイソトープセンター関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 安全安心社会研究センター関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等料金の予算振替関係　工作
センター（平成29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等料金の予算振替関係　分析
極限 RI（平成29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営
極限エネルギー密度工学研究センター関係（平成29年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 ＲＩ施設入退室記録（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 キャンパスインキュベーション（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 テクノインキュベーションセンター関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 公開講座（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 学外出展（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 機能強化取組４（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 連携サテライトオフィス（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 債権発生通知書（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 学内イベント関係（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 メタン高度利用技術シンポジウム（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 安全安心社会研究センター関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等料金の予算振替関係　工作
センター（平成30年度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等料金の予算振替関係　分析
RI（平成30年度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 ＲＩ施設入退室記録（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 キャンパスインキュベーション（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
テクノインキュベーションセンター関係①（令和元年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 テクノインキュベーションセンター関係②（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 公開講座（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2019年度 管理一般 運営 学外出展（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 機能強化取組４（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 連携サテライトオフィス（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 債権発生通知書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 国際産学連携センター（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
国際産学連携センター　テクノインキュベーション・地
域連携部門（令和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 安全安心社会研究センター関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 メタン高度利用技術シンポジウム（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等予算振替関係綴　工作・分
析・RIセンター（令和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 産学融合トップランナー養成センター（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 キャンパスインキュベーション（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 学外出展（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 機能強化取組４（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 連携サテライトオフィス（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 債権発生通知書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 国際産学連携センター（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
国際産学連携センター　テクノインキュベーション・地
域連携部門（令和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 債権管理簿（学術指導契約）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 安全安心社会研究センター関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等予算振替関係綴　工作・分
析・RIセンター（令和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 アジア・グリーンテック開発センター関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 工作センター関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 産学融合トップランナー養成センター（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 管理一般 運営 機能強化取組3（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 機能強化取組3（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 キャンパスインキュベーション（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 学外出展（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 機能強化取組４（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 連携サテライトオフィス（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 債権発生通知書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 国際産学連携センター（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
国際産学連携センター　テクノインキュベーション・地
域連携部門（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 債権管理簿（学術指導契約）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 安全安心社会研究センター関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
共同利用センター利用機器等予算振替関係綴　工作・分
析・RIセンター（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 工作センター関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 産学融合トップランナー養成センター（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 国際連携センター（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 国際連携センター（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 国際連携センター（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2019年度 管理一般 運営 技術支援センター業務依頼（令和元年度） 技術支援センター長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室等使用状況（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（ＳＧＵ）（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（ＳＧＵ）（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（ＳＧＵ）（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 運営 国立大学法人機能強化促進補助金（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（ＳＧＵ）（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 運営 両技術科学大学教員研究交流集会（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 卓越大学院プログラム広報関係（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 国立大学法人機能強化促進経費（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 海外オフィス委嘱・契約関連（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 高専連携室関係（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 両技大合同進学説明会（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 卓越大学院プログラム広報関係（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 国立大学法人機能強化促進経費（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 高専連携室関係（令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2019年度 管理一般 運営 両技大合同進学説明会（令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 高専連携室関係（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 運営
地域防災実践研究センター（仮称）設置準備関係（令和
２年度）

総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 国立大学法人ガバナンスコード（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 アイデア開発道場（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 地域防災実践研究センター設置準備関係（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 運営
内部統制システム関係、国立大学法人ガバナンスコード
（令和３年度）

大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 アイデア開発道場（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 スーパーグローバル事業（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 高専連携室関係（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 運営
国立大学改革強化促進補助金(DXものづくり技術科学)(令
和３年度)

大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 SDGs推進室会議（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 国際連携センター（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 技術支援センター業務依頼（令和2年度） 技術支援センター長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 技術支援センター業務依頼（令和3年度） 技術支援センター長 2022/04/01 3年 2025/03/31
紙，共有サーバ
内

技術支援センター事務室，技
術支援センター共有サーバ

技術支援センター長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 新型コロナウイルス感染症関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 移管

2021年度 管理一般 運営 大学名義の使用（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 危機管理関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　シンポジウム、講演会等（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　ライフイベント支援（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　各種施策資料（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　三機関　共同研究（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄
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2021年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　女性研究者の研究・キャリア支援（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 運営
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　補助金　交付申請書（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和元年度） 機械創造工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和2年度） 機械創造工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 高専技科大交流集会書類（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 電気電子情報工学専攻教員室 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 実務訓練関係書類（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 紙
電気電子情報系教員室（実務
訓練委員）

電気電子情報系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 進路希望調査資料（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内メール関係文書（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室等使用状況（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 教育点検改善部会議事録（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 教育点検改善部会議事録（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 教育点検改善部会議事録（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室配属判定資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内メール関係文書（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄
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2020年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 3年 2024/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内メール関係文書（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室等使用状況（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 3年 2025/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 RI施設入退室記録（平成29年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター
原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2018年度 管理一般 運営 RI施設入退室記録（平成30年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター
原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和元年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2019年度 管理一般 運営 RI施設入退室記録（令和元年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター
原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和2年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2021/04/01 3年 2024/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2020年度 管理一般 運営 RI施設入退室記録（令和2年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター
原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 紙
原子力システム安全工学専攻
教員室

量子原子力系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和3年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

量子原子力系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 RI施設入退室記録（令和3年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 ラジオアイソトープセンター 量子原子力系長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和元年度） システム安全専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和2年度） システム安全専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 共有サーバ内 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度） システム安全専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 専攻内役割分担表（令和3年度） システム安全専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 共有サーバ内 システム安全専攻教員室 システム安全系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関連書類（令和3年度） 基盤共通教育部長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育系長 廃棄

2021年度 管理一般 運営 研究室安全点検関係書類（令和3年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバー
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
系長

廃棄

2013年度 管理一般 計画・企画
新潟県次世代自動車産業振興協議会・とうほく自動車産
業集積連携協議会（平成25年度）

総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 計画・企画
新潟県戦略産業雇用創造プロジェクト協議会（平成25年
度）

総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 計画・企画
新潟県次世代自動車産業振興協議会・とうほく自動車産
業集積連携協議会（平成26年度）

総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2014年度 管理一般 計画・企画
グローバルアントレプレナー育成促進事業（ＥＤＧＥプ
ログラム）（ＰＢＬを中心としたイノベーション創出人
材の育成事業）

総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 計画・企画
新潟県次世代自動車産業振興協議会・とうほく自動車産
業集積連携協議会（平成27年度）

総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 計画・企画
新潟県次世代自動車産業振興協議会・とうほく自動車産
業集積連携協議会（平成27年度）

総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 計画・企画 予算関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 計画・企画 予算関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 計画・企画 各センター予算関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 計画・企画 予算関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 計画・企画 各センター予算関係（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 計画・企画 予算関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 計画・企画 各センター予算関係
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 計画・企画 予算関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 計画・企画 各センター予算関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 計画・企画 将来計画委員会・専門部会（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 計画・企画 将来計画委員会・専門部会（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 計画・企画 将来計画委員会・専門部会（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 計画・企画 将来計画委員会・専門部会（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2011年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・年度計画（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2012年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・年度計画（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・年度計画（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2014年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・年度計画（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2015年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・年度計画（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2016年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・年度計画（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・実績報告（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・実績報告（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 計画・企画 中期目標・中期計画・実績報告（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 計画・企画 将来計画委員会・専門部会（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 計画・企画 第４期中期目標・中期計画（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 計画・企画 将来計画委員会・専門部会（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 計画・企画 第４期中期目標・中期計画（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 評価 専門職大学院認証評価（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2014年度 管理一般 評価 専門職大学院認証評価（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2015年度 管理一般 評価 専門職大学院認証評価（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2016年度 管理一般 評価 専門職大学院認証評価（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 評価 専門職大学院認証評価（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 評価 大学評価委員会（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 評価 大学評価委員会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 評価 大学評価委員会（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 評価 大学評価委員会（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2012年度 管理一般 評価 認証評価関係（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度 管理一般 評価 認証評価関係（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2014年度 管理一般 評価 認証評価関係（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2015年度 管理一般 評価 認証評価関係（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2016年度 管理一般 評価 認証評価関係（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 評価 認証評価関係（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2018年度 管理一般 評価 大学機関別認証評価（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 評価 大学機関別認証評価（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 評価 大学機関別認証評価（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 評価 中期目標・中期計画・実績報告（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 評価 中期目標・中期計画・実績報告（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 評価 大学評価委員会（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 評価 大学機関別認証評価（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2011年度 管理一般 広報 学報（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 広報 学報（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 広報 学報（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 広報 学報（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 広報 学報（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 広報 学報（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 広報 学報（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 広報 日本留学フェア(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 広報 長岡技大の国際展開（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 管理一般 広報 日本留学フェア(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 長岡技大の国際展開（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 長岡技大の国際展開（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 日本留学フェア（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 校友会関係（令和元年度）
総務部基金・卒業生室
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2020年度 管理一般 広報 校友会関係（令和２年度）
総務部基金・卒業生室
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2021年度 管理一般 広報 校友会関係（令和３年度） 基金・卒業生室長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄
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2018年度 管理一般 広報 課題研究実施記録書類（平成30年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 管理一般 広報 公式ホームページ関係（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 広報 広報VOS（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 広報 大学概要（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 広報 報道機関への情報提供（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 広報 大学概要（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 広報 広報VOS（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 広報 公式ホームページ関係（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 管理一般 広報 報道機関への情報提供（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 大学概要（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 広報VOS（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 大学案内（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 研究室ガイドブック（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 テクノミュージアム（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 公式ホームページ関係（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 管理一般 広報 報道機関への情報提供（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 大学概要（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 広報VOS（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 大学案内（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 研究室ガイドブック（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 テクノミュージアム（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 公式ホームページ関係（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 報道機関への情報提供（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2020年度 管理一般 広報 企画・広報（広報分）（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 広報 広報（国大協・報道機関関係）（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 大学概要（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 広報VOS（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 大学案内（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 研究室ガイドブック（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 テクノミュージアム（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 公式ホームページ関係（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 報道機関への情報提供（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 企画・広報（広報分）（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 長岡技大の国際展開（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 管理一般 広報 日本留学フェア（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 管理一般 広報 課題研究実施記録書類（平成29年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 管理一般 広報 課題研究実施記録書類（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 管理一般 広報 課題研究実施記録書類（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2021年度 管理一般 広報 課題研究実施記録書類（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 構内駐車登録申請綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 他大学等通知文書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 管理一般 文書 文書件名簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書
郵便物等発送簿（特殊郵便物発送控含む）（平成29年
度）

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 郵便料金計器掲示額報告書(平成29年度) 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 構内駐車登録申請綴（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 他大学等通知文書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 文書件名簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書
郵便物等発送簿（特殊郵便物発送控含む）（平成30年
度）

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 郵便料金計器掲示額報告書(平成30年度) 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 郵便物等発送・受付記録・報告書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 他大学等通知文書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 31年度文書件名簿 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 郵便物等発送・受付記録・報告書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 他大学等通知文書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 令和２年度文書件名簿 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 文書 法人文書ファイル管理簿 総務部総務課長 2012/04/01 常用 9999/01/01 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 個人情報保護法対応（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 公文書管理法対応（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 情報公開法対応（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 個人情報保護法対応（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2013年度 管理一般 文書 公文書管理法対応（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 情報公開法対応（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 個人情報保護（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 法人文書管理（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 情報公開（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 個人情報保護（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 個人情報保護（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 法人文書管理（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 法人文書管理（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 情報公開（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 情報公開（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 個人情報保護（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 法人文書管理（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 情報公開（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 個人情報保護（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 法人文書管理（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 情報公開（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 個人情報保護(平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 法人文書管理（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 情報公開（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 個人情報保護(令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 法人文書管理（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 情報公開（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 管理一般 文書 法人文書ファイル管理簿・廃棄簿（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 個人情報保護(令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 法人文書管理（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 情報公開（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 法人文書ファイル管理簿・廃棄簿（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 公共事業等執行状況調(平成29年度) 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 調査・報告関係（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 公共事業等執行状況調(平成30年度) 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 調査・報告関係（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 公共事業等執行状況調(令和元年度) 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 調査・報告関係（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 公共事業等執行状況調(令和２年度) 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 調査・報告関係（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 公共事業等執行状況調(令和３年度) 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書
国立大学法人施設整備費補助事業実績報告書（令和3年
度）

施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 国立大学法人施設整備費補助金交付申請書（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 調査・報告関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 文部科学省（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 文部科学省（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 文部科学省（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成24年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 文部科学省（平成24年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成25年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄
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2013年度 管理一般 文書 文部科学省（平成25年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成26年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 文部科学省（平成26年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成27年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 文部科学省（平成27年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成28年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 文部科学省（平成28年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 文部科学省（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 文部科学省（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 国立大学協会（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 文部科学省（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 国立大学協会（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文部科学省（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 国立大学協会（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 大学戦略課共通（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 管理一般 文書 大学戦略課共通（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 文書 大学戦略課共通（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 管理一般 文書 学術情報基盤実態調査（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 学術情報基盤実態調査（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 学術情報基盤実態調査（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 学術情報基盤実態調査（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 学術情報基盤実態調査（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2017年度 管理一般 文書 国立大学図書館協会会員館名簿（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 国立大学図書館協会会員館名簿（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 新潟県図書館等情報ネットワーク（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 新潟県内図書館（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 新潟県内図書館（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 新潟県内図書館（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 図書館システム更新関係（令和3年度） 総合情報課長 2028/04/01
リース契約
終了後5年

2033/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 他大学・法人等からの調査・アンケート（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 中期目標・年度計画（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 中期目標・年度計画（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 中期目標・年度計画（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 中期目標・年度計画（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 中期目標・年度計画（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2016年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 日本図書館協会からの照会及び調査（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 日本図書館協会（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 日本図書館協会（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 日本図書館協会（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 文部科学省からの照会及び調査依頼（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 文部科学省からの照会及び調査依頼（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 文書 文部科学省からの通知文等（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 文部科学省からの通知文等（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 電子ジャーナル関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 電子ジャーナル関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 電子ジャーナル関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）（平成31年
度）

総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）（令和2年
度）

総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）（令和3年
度）

総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 調査・照会・通知（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 調査・照会・通知（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 調査・照会・通知（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 機関リポジトリ関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 機関リポジトリ関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 機関リポジトリ関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 各種システム（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2020年度 管理一般 文書 各種システム（令和 2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 各種システム（令和 3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 情報処理センター（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 情報処理センター（令和 2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 情報セキュリティ関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 情報セキュリティ関係（令和 2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 情報セキュリティ関係（令和 3年度） 総合情報課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 調査・照会（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 調査・照会（令和 2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 調査・照会（令和 3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 予算・執行（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 予算・執行（令和 2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 予算・執行（令和 3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 学内通知文書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 郵便物等発送・受付記録・報告書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 他大学等通知文書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 令和３年度文書件名簿 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文部科学省通知文書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 訃報綴（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文部科学省（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 国立大学協会（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 管理一般 検査・監査 内部監査（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 管理一般 検査・監査 内部監査（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2017年度 管理一般 検査・監査 調査・照会関係（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 契約の公表（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 会計検査院計算証明（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 調査・照会関係（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 契約の公表（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 会計検査院計算証明（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 調査・照会関係（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 契約の公表（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 会計検査院計算証明（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 調査・照会関係（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 契約の公表（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 会計検査院計算証明（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査
研究費の使用にあたっての誓約書・退職者（令和２年
度）

総務部財務課長 2021/04/01 退職後5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 研究費の使用にあたっての誓約書 総務部財務課長 2021/04/01 常用 9999/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 調査・照会関係（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 契約の公表（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 会計検査院計算証明（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査
研究費の使用にあたっての誓約書・退職者（令和３年
度）

財務課長 2022/04/01 退職後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務監査）（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2012年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2012年度 管理一般 検査・監査 監事監査業務（平成24年度） 総務部企画・広報室長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2012年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2013年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務監査）（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄
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2013年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2013年度 管理一般 検査・監査 監事監査業務（平成25年度） 総務部企画・広報室長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2013年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2014年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務監査）（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2014年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2014年度 管理一般 検査・監査 監事監査業務（平成26年度） 総務部企画・広報室長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2014年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成26年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2015年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務監査）（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2015年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2015年度 管理一般 検査・監査 監事監査業務（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2015年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成27年度） 総務部学長戦略課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2016年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務監査）（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2016年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2016年度 管理一般 検査・監査 監事監査業務（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2016年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成28年度） 総務部学長戦略課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務）（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 監事監査（業務）（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 監事監査（会計）（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務）（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 監事監査（業務）（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄
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2018年度 管理一般 検査・監査 監事監査（会計）（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務）（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 監事監査（業務）（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 監事監査（会計）（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務）（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 監事監査（業務）（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 監事監査（会計）（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2020年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 内部監査（業務）（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 内部監査（会計）（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 監事監査（業務）（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 監事監査（会計）（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 管理一般 検査・監査 会計監査人関係（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム ＫＪＳＤＢ（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム Ｕ－ＰＤＳ（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム ＫＪＳＤＢ（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム Ｕ－ＰＤＳ（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 情報システム Ｕ－ＰＤＳ（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 情報システム ＫＪＳＤＢ（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 管理一般 情報システム Ｕ－ＰＤＳ（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 情報システム ＫＪＳＤＢ（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 情報システム Ｕ－ＰＤＳ（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 情報システム ＫＪＳＤＢ（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム システム利用証発行関係（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム 学内LAN接続申請書（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム 学内LAN接続申請書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム 学内インフォメーション利用申請書（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム 学内インフォメーション利用申請書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム 監査法人関係（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム 事務情報化予算関係（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム 事務情報化予算関係（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成24年度） 学務部学術情報課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム 情報セキュリティ関係（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 情報システム 調査・照会（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成23年度） 総務部施設管理課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成24年度） 総務部施設管理課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成25年度） 総務部施設管理課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

55/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2014年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成26年度） 総務部施設管理課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2015年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成27年度） 総務部施設課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成28年度） 総務部施設課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 施設実態調査表（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 施設実態報告（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 施設実態報告（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 施設実態報告（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査・回答関係〔留学生支援係〕（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査・回答関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査・回答関係〔留学生支援係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査・回答関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査・回答関係〔留学生支援係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 ファクトブック（2017年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 ファクトブック（2018年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 ファクトブック（2019年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 ファクトブック（2020年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 ファクトブック（2021年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査・回答関係綴（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査・回答関係綴（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査・回答関係綴（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 学校基本調査（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 学校基本調査（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2019年度 管理一般 統計 学校基本調査（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 学校基本調査（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 学校基本調査（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 科学技術研究調査（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 科学技術研究調査（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 科学技術研究調査（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 科学技術研究調査（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 科学技術研究調査（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査・回答関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 まちなかキャンパス長岡（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 長岡市関係（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 まちなかキャンパス長岡（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 まちなかキャンパス長岡（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 まちなかキャンパス長岡（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 まちなかキャンパス長岡（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 まちなかキャンパス長岡（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 長岡市関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 長岡技科大振興財団（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2012年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 長岡技科大振興財団（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 長岡技科大振興財団（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 長岡技科大振興財団（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2015年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 長岡技科大振興財団（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（NAZE）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成29年度）
総務部産学・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 テクニカルパートナー（平成29年度）
総務部産学・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 新潟県次世代自動車産業振興協議会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 管理一般 社会連携 JBMC新潟ラウンド（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2018年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（NAZE）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 包括連携協議会（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 テクニカルパートナー（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 学外イベント関係（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 管理一般 社会連携 地域団体等との連携に関する文書（平成30年度）
総務部産学・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（NAZE）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 新潟産学官連携フォーラム（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 高砂熱学工業包括連携協議会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 テクニカルパートナー（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 学外イベント関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 管理一般 社会連携 地域団体等との連携に関する文書（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（NAZE）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 高砂熱学工業包括連携協議会（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 テクニカルパートナー（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 学外イベント関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 地域団体等との連携に関する文書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 社会連携 学術指導契約書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 にいがた産業創造機構（NICO）関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 長岡技科大協力会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 長岡産業活性化協会（NAZE）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 コラボ産学官（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 高等教育コンソーシアム新潟（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 高砂熱学工業包括連携協議会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 各機関包括等協定書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 テクニカルパートナー（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 地域団体等との連携に関する文書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 学術指導契約書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 連携協定関係（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 管理一般 社会連携 長岡市関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休日指定簿（平成31年度・令和元年） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間
勤務時間報告書　時間外労働等申出（命令）書（令和元
年度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休日指定簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間
勤務時間報告書　時間外労働等申出（命令）書（令和２
年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出張報告書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 旅行命令簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出張報告書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 旅行命令簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 短時間雇用職員出勤簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間
短時間雇用職員【旧謝金形態】　年次有給休暇届・年次
有給休暇以外の休暇（平成31年度）

総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 短期間業務従事者出勤簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 スケジュール管理表（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 短時間雇用職員出勤簿（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間
短時間雇用職員【旧謝金形態】　年次有給休暇届・年次
有給休暇以外の休暇（令和2年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 教職員 勤務時間 短期間業務従事者出勤簿（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 スケジュール管理表（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 短時間雇用職員出勤簿（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間
短時間雇用職員【旧謝金形態】　年次有給休暇届・年次
有給休暇以外の休暇（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 短期間業務従事者出勤簿（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 スケジュール管理表（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 就業管理システム（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間割振変更綴（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（教員）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間
週の所定労働時間を超える超過勤務時間報告書（令和元
年度）

総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間
週の所定労働時間を超える超過勤務時間報告書【過去２
年分】（H29.4-R1.7.6）

総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務状況表（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休日勤務の振替日の指定に関する申出書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 長時間労働者の面接指導について（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 年次休暇取得状況（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 特別休暇等の承認報告書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務状況報告書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 就業管理システム（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間割振変更綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（教員）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間
週の所定労働時間を超える超過勤務時間報告書（令和2年
度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務状況表（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休日勤務の振替日の指定に関する申出書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 教職員 勤務時間 長時間労働者の面接指導について（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 年次休暇取得状況（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 特別休暇等の承認報告書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務状況報告書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和元年） 総務部財務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和２年） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 財務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和３年） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 財務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休指定簿/勤務時間変更簿（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休指定簿/勤務時間変更簿（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和２年） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 施設課長 廃棄
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2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休指定簿/勤務時間変更簿（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和３年） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（平成29年）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間
休日の振替・代休日指定簿／勤務時間変更簿（平成29年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（平成30年）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間
休日の振替・代休日指定簿／勤務時間変更簿（平成30年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成31年）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間
休日の振替・代休日指定簿／勤務時間変更簿（平成31年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 卓越RA勤務時間報告書（2019年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 リサーチ・アシスタント勤務時間報告書（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（センター非常勤分）（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間
休日の振替・代休日指定簿／勤務時間変更簿（令和2年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間
出勤簿／休暇簿／勤務時間報告書／休日の振替・代休日
指定簿（令和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 卓越RA勤務時間報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 特任教員勤務時間報告（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 リサーチ・アシスタント勤務時間報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（センター非常勤分）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間
出勤簿／休暇簿／勤務時間報告書／休日の振替・代休日
指定簿（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 卓越RA勤務時間報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 特任教員勤務時間報告（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 リサーチ・アシスタント勤務時間報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（センター非常勤分）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（平成29年） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 時間外労働申出（命令）書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿・非常勤講師（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿・非常勤講師（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2018年度 教職員 勤務時間 時間外労働申出（命令）書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（平成30年） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和元年） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 時間外労働申出（命令）書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿・非常勤講師（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和2年） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和2年） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿・非常勤講師（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和元年） 学務部学生支援課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間・勤務日の変更（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和2年） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間・勤務日の変更（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和2年） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和3年） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間・勤務日の変更（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和3年） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（平成29年） 学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（平成30年） 学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年） 学務部入試課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和元年） 学務部入試課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和2年） 学務部入試課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 入試課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和2年） 学務部入試課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 入試課長 廃棄
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2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教職員 勤務時間
国際連携センター旅行命令簿・非常勤講師（平成29年
度）

学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 勤務時間
国際連携センター旅行命令簿・非常勤講師（平成30年
度）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成31年・令和元年） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出張報告書（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年・令和２年） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和元年・令和２年） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿【基金・卒業生室】（平成29年度）
総務部基金・卒業生室
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 時間外労働申出（命令）書（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 監査室長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 時間外労働申出（命令）書（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 監査室長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 時間外労働申出（命令）書（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年） 監査室長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和元年） 監査室長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄
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2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年） 監査室長 2021/04/01 5年 2026/03/31 個別業務ｼｽﾃﾑ Web就業管理ｻｰﾊﾞ 監査室長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和２年） 監査室長 2021/04/01 5年 2026/03/31 個別業務ｼｽﾃﾑ Web就業管理ｻｰﾊﾞ 監査室長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年） 監査室長 2022/04/01 5年 2027/03/31 個別業務ｼｽﾃﾑ Web就業管理ｻｰﾊﾞ 監査室長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和３年） 監査室長 2022/04/01 5年 2027/03/31 個別業務ｼｽﾃﾑ Web就業管理ｻｰﾊﾞ 監査室長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（平成29年度） 技術支援センター長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 技術支援センター長 2018/01/01 5年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（平成30年度） 技術支援センター長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 技術支援センター長 2019/01/01 5年 2024/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和元年） 技術支援センター長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休日の振替簿（令和元年） 技術支援センター長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間変更簿（令和元年） 技術支援センター長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（令和元年度） 技術支援センター長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年） 技術支援センター長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成31/令和元年） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿（平成31/令和元年） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休日指定簿（平成31/令和元年） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出張報告書（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出張報告書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総合情報課長 廃棄
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2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 非常勤職員（事務補佐員）（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 非常勤職員（事務補佐員）（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 非常勤職員（事務補佐員）（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 雇上げ関係（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 雇上げ関係（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 勤務時間 アルバイト業務日誌（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 勤務時間 アルバイト業務日誌（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 アルバイト業務日誌（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 アルバイト業務日誌（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 アルバイト業務日誌（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 超過勤務命令簿（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年・令和３年） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和２年・令和３年） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ
大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出張報告書（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和2年） 技術支援センター長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休日の振替簿（令和2年） 技術支援センター長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間変更簿（令和2年） 技術支援センター長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（令和2年度） 技術支援センター長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和2年） 技術支援センター長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和3年） 技術支援センター長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休日の振替簿（令和3年） 技術支援センター長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄
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2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間変更簿（令和3年） 技術支援センター長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告（令和3年度） 技術支援センター長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和3年） 技術支援センター長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休日の振替・代休日指定簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間
勤務時間報告書　時間外労働等申出（命令）書（令和３
年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 週休日の振替簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 週休日の振替簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 研修願（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 週休日の振替簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出張報告書（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 旅行命令簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出勤簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 出張報告書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 勤務時間 旅行命令簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 休暇簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 週休日の振替簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 勤務時間 研修願（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 出張報告書（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 旅行命令簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 週休日の振替簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 研修願（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 研修願（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 週休日の振替簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出張報告書（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 旅行命令簿（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課第２系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 勤務時間 勤務時間関係学内通知等（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 就業管理システム（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間割振変更綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間
週の所定労働時間を超える超過勤務時間報告書（令和3年
度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休日勤務及び深夜勤務に関する申請書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務状況表（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（教員）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 教職員 勤務時間 休日勤務の振替日の指定に関する申出書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 長時間労働者の面接指導について（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 年次休暇取得状況（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 特別休暇等の承認報告書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務状況報告書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間関係学内通知等（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和3年） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和3年） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 勤務時間報告書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿・非常勤講師（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 出勤簿（令和3年） 入試課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 入試課長 廃棄

2021年度 教職員 勤務時間 休暇簿等（令和3年） 入試課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

Web就業管理システムサーバ 入試課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令（依頼）簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令（依頼）簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令（依頼）簿　出張報告書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令（依頼）簿　出張報告書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 研修願（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 教職員 出張 研修願（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令等伺（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令等伺（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令等伺（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令等伺（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令等伺（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 出張報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2019年度 教職員 出張 出張報告書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿・非常勤講師（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿・非常勤講師（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 出張報告書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿・非常勤講師（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿・非常勤講師（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 出張報告書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2019年度 教職員 出張 学長と学生との懇談会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 学長と学生との懇談会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 学長と学生との懇談会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 出張報告書（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教職員 出張 勤務時間報告書（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2017年度 教職員 出張
出張命令簿・出張報告書【基金・卒業生室】（平成29年
度）

総務部基金・卒業生室
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書（平成29年度） 監査室長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿・出張報告書（平成30年度） 監査室長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿・出張報告書（令和元年度） 監査室長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿・出張報告書（令和２年度） 監査室長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿・出張報告書（令和３年度） 監査室長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令・報告書（平成29年度） 技術支援センター長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令・報告書（平成30年度） 技術支援センター長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令・報告書（令和元年度） 技術支援センター長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書【役員等】（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿【役員等】（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教職員 出張 出張報告書【大学戦略課】（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令簿【大学戦略課】（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿【役員等】（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書【役員等】（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令簿【大学戦略課】（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教職員 出張 出張報告書【大学戦略課】（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿【役員等】（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 出張 出張報告書【役員等】（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿【大学戦略課】（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教職員 出張 出張報告書【大学戦略課】（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿【役員等】（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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2020年度 教職員 出張 出張報告書【役員等】（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿【大学戦略課】（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書【大学戦略課】（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿【役員等】（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書【役員等】（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿【大学戦略課】（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書【大学戦略課】（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教職員 出張 旅行命令・依頼簿（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 出張 旅行命令・依頼簿（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令・出張報告書（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令・出張報告書（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令・出張報告書（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 出張
出張報告書【大学戦略課ＩＲ・推進評価係】（平成29年
度）

総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 教職員 出張
研修関係（文部科学省・国立情報学研究所・他省庁）
（平成29年度）

総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 教職員 出張
研修関係（文部科学省・国立情報学研究所・他省庁）
（平成30年度）

総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教職員 出張
研修関係（文部科学省・国立情報学研究所・他省庁）
（平成31年度）

総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教職員 出張
研修関係（文部科学省・国立情報学研究所・他省庁）
（令和2年度）

総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 出張
研修関係（文部科学省・国立情報学研究所・他省庁）
（令和3年度）

総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令・報告書（令和2年度） 技術支援センター長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令・報告書（令和3年度） 技術支援センター長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 技術支援センター事務室 技術支援センター長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令（依頼）簿　出張報告書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 研修願（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 出張 出張報告書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 出張 旅行命令簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 研修願（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 出張報告書（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課第１系事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿・非常勤講師（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 旅行命令簿（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教職員 出張 出張報告書（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2019年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和元年度） 機械創造工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和2年度） 機械創造工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2021年度 教職員 選考・選挙 研究室配属の基準・内規（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2019年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2021年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教職員 選考・選挙 ガイダンス資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2019年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2020年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 3年 2024/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2021年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 3年 2025/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2019年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和元年度） システム安全専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2020年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和2年度） システム安全専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄
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2021年度 教職員 選考・選挙 教員選考関係資料（令和3年度） システム安全専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全系長 廃棄

2012年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成24年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 任免 名誉教授（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成25年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 任免 名誉教授（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成26年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 任免 名誉教授（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成27年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 任免 名誉教授（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成28年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 任免 名誉教授（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 T.A・R.A・学習サポーター（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 学内委員会関係綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 旧姓使用関係文書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 教員評価ＫＪＳＤＢ（入力用データ）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 経営協議会・学長選考会議・人事委員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 学長特命教員・学長アドバイザー関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 連携推進員（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 県内文部省関係機関人事交流推進委員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成29年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 高専・両技科大間教員交流制度（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 高齢者・障害者の雇用（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 社会保険関係文書綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 教職員 任免 職員名簿及び大学一覧等に関する調査綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 身上調書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 人事異動伺　教員（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 人事異動伺　事務系（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 人事関係書類移管（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 人事記録関係綴（登載等）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 非常勤講師関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 非常勤講師関係　授業計画書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 事務局事務補佐員（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 短時間雇用職員（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 短期間業務従事者（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 研究支援者（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 産学官連携アシスタント（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免
産学官連携研究員・非常勤博士研究員・コーディネー
ター等（平成29年度）

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免
NTIC関係・学校医・シニテク・安全アドバイザー・技術
補佐員（研究支援推進員）（平成29年度）

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 名誉教授（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 役員に関する綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 文科省（H29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 転出・転入　移管情報（H29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 特任教員（H29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 労働者派遣関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 教授会等資料（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免
関東甲信越地区国立学校等課長等登用候補者推薦（H29年
度）

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 教職員 任免 文部科学省研修生等関係（H29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免
国立大学法人等との人事に関する懇談関係（文科省）
（管理職　個人調書等）（H29年度）

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 T.A・R.A・学習サポーター（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 学内委員会関係綴（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 旧姓使用関係文書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 教員評価ＫＪＳＤＢ（入力用データ）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 経営協議会・学長選考会議・人事委員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 学長特命教員・学長アドバイザー関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 連携推進員（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 県内文部省関係機関人事交流推進委員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 雇用保険関係文書綴（平成30年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 高専・両技科大間教員交流制度（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 高齢者・障害者の雇用（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 社会保険関係文書綴（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 職員名簿及び大学一覧等に関する調査綴（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 身上調書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 人事異動伺　教員（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 人事異動伺　事務系（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 人事関係書類移管（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 人事記録関係綴（登載等）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 非常勤講師関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 非常勤講師関係　授業計画書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 事務局事務補佐員（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 教職員 任免 短時間雇用職員（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 短期間業務従事者（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 研究支援者（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 産学官連携アシスタント（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免
産学官連携研究員・非常勤博士研究員・コーディネー
ター等（平成30年度）

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免
NTIC関係・学校医・シニテク・安全アドバイザー・技術
補佐員（研究支援推進員）（平成30年度）

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 名誉教授（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 役員に関する綴（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 文科省（H30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 転出・転入　移管情報（H30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 特任教員（H30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 労働者派遣関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 教授会等資料（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免
関東甲信越地区国立学校等課長等登用候補者推薦（H30年
度）

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 文部科学省研修生等関係（H30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免
国立大学法人等との人事に関する懇談関係（文科省）
（管理職　個人調書等）（H30年度）

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 役員に関する綴（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 任免に関すること（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 身上調書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免
国立大学法人等との人事に関する懇談関係（文科省）
（管理職　個人調書等）（H31年度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免
関東甲信越地区国立学校等課長等登用候補者推薦（平成
31年度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 文部科学省研修生等関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 県内文部省関係機関人事交流推進委員会（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 任免 高専・両技科大間教員交流制度（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 高齢者・障害者の雇用（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 人事記録関係綴（登載等）（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 旧姓使用関係文書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 人事異動伺　事務系（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 人事異動伺　教員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 再雇用関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 労働条件通知書　非常勤職員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 事務局事務補佐員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 短時間雇用職員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 短期間業務従事者（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 特任教員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 非常勤講師関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 非常勤講師関係　授業計画書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免
産学官連携研究員・非常勤博士研究員・コーディネー
ター・NTIC関係・学校医・シニテク・安全アドバイ
ザー・技術補佐員（研究支援推進員）等（平成31年度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 産学官連携アシスタント（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 研究支援者（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 T.A・R.A・学習サポーター（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 労働者派遣関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 教員評価ＫＪＳＤＢ（入力用データ）（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 事務職員業務評価（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 経営協議会・学長選考会議・人事委員会（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 教授会等資料（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 任免 教員選考資料（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 学内委員会関係綴（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 雇用保険関係（平成31年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 社会保険関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 職員名簿・大学一覧に関する調査（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 文科省（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 名誉教授（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 学長特命教員・学長アドバイザー関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 連携推進教員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 早期退職募集（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 卓越大学院プログラム推進員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 役員に関する綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 任免に関すること（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 身上調書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免
国立大学法人等との人事に関する懇談関係（文科省）
（管理職　個人調書等）（R2年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免
関東甲信越地区国立学校等課長等登用候補者推薦（令和2
年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 文部科学省研修生等関係（平成31年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 県内文部省関係機関人事交流推進委員会（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 高専・両技科大間教員交流制度（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 高齢者・障害者の雇用（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 人事記録関係綴（登載等）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 旧姓使用関係文書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 人事異動伺　事務系（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 教職員 任免 人事異動伺　教員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 再雇用関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 労働条件通知書　非常勤職員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 事務局事務補佐員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 短時間雇用職員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 短期間業務従事者（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 特任教員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 非常勤講師関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 非常勤講師関係　授業計画書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免
産学官連携研究員・非常勤博士研究員・コーディネー
ター・NTIC関係・学校医・シニテク・安全アドバイ
ザー・技術補佐員（研究支援推進員）等（令和2年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 産学官連携アシスタント（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 研究支援者（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 T.A・R.A・学習サポーター（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 労働者派遣関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 教員評価ＫＪＳＤＢ（入力用データ）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 事務職員業務評価（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 経営協議会・学長選考会議・人事委員会（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 教授会等資料（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 教員選考資料（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 学内委員会関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 雇用保険関係（令和2年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 社会保険関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 職員名簿・大学一覧に関する調査（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 教職員 任免 文科省（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 名誉教授（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 学長特命教員・学長アドバイザー関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 連携推進教員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 早期退職募集（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 卓越大学院プログラム推進員（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 役員に関する綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 任免に関すること（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 身上調書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免
国立大学法人等との人事に関する懇談関係（文科省）
（管理職　個人調書等）（R3年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免
関東甲信越地区国立学校等課長等登用候補者推薦（令和2
年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 文部科学省研修生等関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 県内文部省関係機関人事交流推進委員会（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 高専・両技科大間教員交流制度（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 高齢者・障害者の雇用（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 人事記録関係綴（登載等）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 旧姓使用関係文書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 人事異動伺　事務系（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 人事異動伺　教員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 再雇用関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 労働条件通知書　非常勤職員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 事務局事務補佐員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 短時間雇用職員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 教職員 任免 短期間業務従事者（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 特任教員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 非常勤講師関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 非常勤講師関係　授業計画書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免
産学官連携研究員・非常勤博士研究員・コーディネー
ター・NTIC関係・学校医・シニテク・安全アドバイ
ザー・技術補佐員（研究支援推進員）等（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 産学官連携アシスタント（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 研究支援者（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 T.A・R.A・学習サポーター（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 労働者派遣関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免
教員評価ＫＪＳＤＢ（入力用データ）・教員データベー
ス管理運営委員会（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 事務職員業務評価（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 経営協議会・学長選考会議・人事委員会（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 教授会等資料（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 教員選考資料（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 学内委員会関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 雇用保険関係（令和3年度） 総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 社会保険関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 職員名簿・大学一覧に関する調査（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 文科省（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 名誉教授（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 学長特命教員・学長アドバイザー関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 連携推進教員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 早期退職募集（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

90/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2021年度 教職員 任免 卓越大学院プログラム推進員（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（平成25年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（平成26年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（平成27年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（平成28年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（平成29年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（平成30年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（令和元年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（令和2年度） 総務部総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 非常勤職員関係 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 非常勤職員関係 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 非常勤職員関係 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 非常勤職員関係 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 非常勤職員関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 10年 2023/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 10年 2024/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 10年 2025/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 10年 2026/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 任免 非常勤職員の雇用（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 教職員 任免 センター非常勤職員雇用関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 教職員 任免 雇用関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 教職員 任免 非常勤職員雇用関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 任免 非常勤職員雇用関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教職員 任免 非常勤職員雇用関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 任免 非常勤職員雇用関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 任免 雇用保険高年齢雇用継続給付関係（令和3年度） 総務課長 未定 退職後4年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 ＩＣＳ（引き落としデータ関係）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与
年次有給休暇の取得状況、特別休暇等の承認状況、毎月
勤労統計調査票

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 ＩＣＳ（引き落としデータ関係）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与
年次有給休暇の取得状況、特別休暇等の承認状況、毎月
勤労統計調査票

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 ＩＣＳ（引き落としデータ関係）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与
年次有給休暇の取得状況、毎月勤労統計調査票（平成31
年度・令和元年）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 ＩＣＳ（引き落としデータ関係）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与
年次有給休暇の取得状況、毎月勤労統計調査票（令和２
年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 寒冷地手当支給調書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 期末手当・勤勉手当関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 国立大学法人給与水準の公表（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 諸手当現況届（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 諸手当等異動報告書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 昇給関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 給与法改正関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 本給の調整額（大学院手当）関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

92/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2017年度 教職員 給与 毎月勤労統計調査（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 年俸制適用教員業績評価（H29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 寒冷地手当支給調書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 期末手当・勤勉手当関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 国立大学法人給与水準の公表（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 諸手当現況届（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 諸手当等異動報告書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 昇給関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 給与法改正関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 本給の調整額（大学院手当）関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 毎月勤労統計調査（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 年俸制適用教員業績評価（H30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 給与法改正関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 昇給関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 本給の調整額（大学院手当）関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 期末手当・勤勉手当関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 諸手当等異動報告書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 諸手当現況届（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 寒冷地手当支給調書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 人件費試算（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 年俸制適用教員業績評価（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 毎月勤労統計調査（平成31年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 給与法改正関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 教職員 給与 昇給関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 本給の調整額（大学院手当）関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 期末手当・勤勉手当関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 諸手当等異動報告書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 諸手当現況届（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 寒冷地手当支給調書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 人件費試算（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 年俸制適用教員業績評価（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 毎月勤労統計調査（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 給与法改正関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 昇給関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 本給の調整額（大学院手当）関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 期末手当・勤勉手当関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 諸手当等異動報告書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 諸手当現況届（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 寒冷地手当支給調書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 人件費試算（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 年俸制適用教員業績評価（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 毎月勤労統計調査（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成23年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成23年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成24年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成24年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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保存期間
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2013年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成25年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成25年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成26年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成26年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成27年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成27年） 総務部総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成27年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 住民税異動届出書（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 所得税関係（平成27年） 総務部総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 給与 退職手当関係（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成28年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成28年） 総務部総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成28年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 住民税異動届出書（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 所得税関係（平成28年） 総務部総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 給与 退職手当関係（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 基準給与簿（常勤職員）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 基準給与簿（非常勤職員）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成29年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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保存期間
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備考

2017年度 教職員 給与 給与控除依頼書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 給与振込明細票（平成29年度） 総務部会計課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 勤務時間報告書（常勤職員）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成29年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 社会保険料関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 住民税異動届出書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 所得税関係（平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 証明書発行関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 職員別給与簿（常勤）（平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 職員別給与簿（非常勤) （平成29年） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 退職手当関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 基準給与簿（常勤職員）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 基準給与簿（非常勤職員）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（平成30年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 給与控除依頼書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 給与振込明細票（平成30年度） 総務部会計課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 勤務時間報告書（常勤職員）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成30年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 社会保険料関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 住民税異動届出書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 所得税関係（平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 証明書発行関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 職員別給与簿（常勤）（平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 職員別給与簿（非常勤) （平成30年） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 退職手当関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 基準給与簿（常勤職員）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 基準給与簿（非常勤職員）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（令和元年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 給与控除依頼書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（令和元年） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 給与振込明細票（令和元年度） 総務部会計課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 勤務時間報告書（常勤職員）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 勤務時間報告書（非常勤職員）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（令和元年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 社会保険料関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 住民税異動届出書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 所得税関係（令和元年） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

97/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2019年度 教職員 給与 証明書発行関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 職員別給与簿（常勤）（令和元年） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 職員別給与簿（非常勤) （令和元年） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 退職手当関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 退職手当関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 基準給与簿（常勤職員）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 基準給与簿（非常勤職員）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（令和２年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 給与控除依頼書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 給与振込明細票（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 勤務時間報告書（常勤職員）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 勤務時間報告書（非常勤職員）（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（令和２年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 社会保険料関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 住民税異動届出書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 所得税関係（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 証明書発行関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 職員別給与簿（常勤）（令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 職員別給与簿（非常勤) （令和２年） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2020年度 教職員 給与 退職手当関係（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 7年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 退職手当関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 7年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 基準給与簿（常勤職員）（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 基準給与簿（非常勤職員）（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 給与の口座振込申出書（令和３年度申出分） 総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 給与控除依頼書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（令和３年） 総務課長 2022/04/01 7年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 給与振込明細票（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 勤務時間報告書（常勤職員）（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 勤務時間報告書（非常勤職員）（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（令和３年
度）

総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 社会保険料関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 住民税異動届出書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 7年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 住民税特別徴収税額通知書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 7年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 所得税関係（令和３年） 総務課長 2022/04/01 7年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 証明書発行関係（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 職員別給与簿（常勤）（令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 職員別給与簿（非常勤) （令和３年） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 租税条約に関する届出書（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 7年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与
国立大学法人の措置する退職金相当額の運営費交付金の
積算方法等関係（平成29年度）

総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 退職手当関係綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与
国立大学法人の措置する退職金相当額の運営費交付金の
積算方法等関係（平成30年度）

総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 給与 退職手当関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 給与
国立大学法人の措置する退職金相当額の運営費交付金の
積算方法等関係（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 退職手当関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与
国立大学法人の措置する退職金相当額の運営費交付金の
積算方法等関係（令和2年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 退職手当関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 給与 入試手当支給関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教職員 給与 入試手当支給関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教職員 給与 入試手当支給関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教職員 給与 入試手当支給関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 給与 入試手当支給関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教職員 給与 ＩＣＳ（引き落としデータ関係）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与
年次有給休暇の取得状況、毎月勤労統計調査票（令和３
年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与
国立大学法人の措置する退職金相当額の運営費交付金の
積算方法等関係（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 退職手当関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 給与 国立大学法人給与水準の公表（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 給与 国立大学法人給与水準の公表（令和２年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 給与 国立大学法人給与水準の公表（令和３年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 教職員 服務・表彰 懲戒・訓告等（平成23年度） 総務部総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 服務・表彰 懲戒・訓告等（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 服務・表彰 懲戒・訓告等（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 営利企業役員従事兼業（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01
職員退職後3
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 他機関経費出張依頼（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 教職員 服務・表彰 兼業（役員）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 服務規律・倫理の保持（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 営利企業役員従事兼業（平成30年度） 総務部総務課長 2018/04/01
職員退職後3
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等　(期間1年)開示（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　開示（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 兼業（役員）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 服務規律・倫理の保持（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 営利企業役員従事兼業（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
職員退職後3
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等　(期間1年)開示（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　開示（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 他機関経費出張依頼（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 兼業（役員）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 服務規律・倫理の保持（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 ハラスメント関係綴（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 ハラスメント対策委員会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 営利企業役員従事兼業（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
職員退職後3
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等　(期間1年)開示（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　開示（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 他機関経費出張依頼（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 兼業（役員）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 服務規律・倫理の保持（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 ハラスメント関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 ハラスメント対策委員会（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2012年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係綴（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 服務・表彰 受賞関係綴（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成24年度） 総務部総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係綴（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 服務・表彰 受賞関係綴（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2013年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係綴（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 服務・表彰 受賞関係綴（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2014年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成26年度） 総務部総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係綴（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 服務・表彰 受賞関係綴（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成27年度） 総務部総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係綴（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 服務・表彰 受賞関係綴（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成28年度） 総務部総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 受賞関係綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 特別表彰（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 教育功労者等表彰（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 受賞届（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 教職員 服務・表彰 紺綬褒章関係資料（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 特別表彰（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 教育功労者等表彰（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 受賞届（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（文部科学大臣表彰）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（新潟日報文化賞）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（その他表彰）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 紺綬褒章関係資料（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 受賞届（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（文部科学大臣表彰）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（新潟日報文化賞）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（その他表彰）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 紺綬褒章関係資料（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 教職員 服務・表彰 研究・産学官連携活動表彰（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 教職員 服務・表彰 研究・産学官連携活動表彰（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 教職員 服務・表彰 研究・産学官連携活動表彰（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 贈与報告関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等  (期間2年)開示（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間1年)非開示（平成30年
度）

総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

103/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2018年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間2年)非開示（平成30年
度）

総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　非開示（令和30年度） 総務部総務課長 2019/04/01
兼業終了後3
年

2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等  (期間2年)開示（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間1年)非開示（令和元年
度）

総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間2年)非開示（令和元年
度）

総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　非開示（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01
兼業終了後3
年

2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 服務・表彰 懲戒関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等  (期間2年)開示（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間1年)非開示（令和2年
度）

総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間2年)非開示（令和2年
度）

総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　非開示（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 服務・表彰 懲戒関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 営利企業役員従事兼業（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
職員退職後3
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等  (期間1年)開示（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 兼業　国・地方・財団等  (期間2年)開示（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間1年)非開示（令和3年
度）

総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰
兼業　国・地方・財団等  (期間2年)非開示（令和3年
度）

総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　開示（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 兼業　民間企業等　非開示（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 他機関経費出張依頼（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 兼業（役員）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
兼業終了後3
年

2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 服務規律・倫理の保持（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 ハラスメント関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 教職員 服務・表彰 ハラスメント対策委員会（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 贈与報告関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 懲戒関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 永年勤続者表彰関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 受賞届（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（文部科学大臣表彰）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（新潟日報文化賞）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 受賞候補者の推薦（その他表彰）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 叙勲関係資料（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 服務・表彰 紺綬褒章関係資料（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度 教職員 福利 健康診断票 総務部庶務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 体育・保健センター保健室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 PRTR化学物質調査（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 休職・復職：人事異動伺（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 石綿（アスベスト）措置計画関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 w-SDS実施関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 労働基準監督署への提出関係綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 労働災害関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 PRTR化学物質調査（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 休職・復職：人事異動伺（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 石綿（アスベスト）措置計画関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 w-SDS実施関係（平成29年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 労働基準監督署への提出関係綴（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 労働災害関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2019年度 教職員 福利 PRTR化学物質調査（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 安全衛生管理委員会（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 健康管理関係綴（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 休職・復職：人事異動伺（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 育児休業関係綴（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 石綿（アスベスト）措置計画関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 w-SDS実施関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 労働基準監督署への提出関係綴（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 健康安全管理に関する専任通知（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 労働災害関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 長岡労働基準監督署調査関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 PRTR化学物質調査（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 安全衛生管理委員会（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 健康管理関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 休職・復職：人事異動伺（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 育児休業関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 石綿（アスベスト）措置計画関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 w-SDS実施関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 労働基準監督署への提出関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 健康安全管理に関する専任通知（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 労働災害関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 長岡労働基準監督署調査関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 安全衛生関係（通知）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

106/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2020年度 教職員 福利 安全衛生優良研究室(令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 ストレスチェック実施関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 PRTR化学物質調査（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 財形関係綴（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 財形貯蓄金融機関別払込書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 財形貯蓄等天引預入（払込）依頼書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 財形関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 財形貯蓄金融機関別払込書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 財形貯蓄等天引預入（払込）依頼書（平成30年度） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 財形関係（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 財形貯蓄金融機関別払込書（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 財形貯蓄等天引預入（払込）依頼書（令和元年度） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 財形関係（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 財形貯蓄金融機関別払込書（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 財形貯蓄等天引預入（払込）依頼書（令和2年度） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 匠陵クラブ料金収支簿（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 福利 匠陵クラブ使用願（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 匠陵クラブ料金収支簿（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 福利 匠陵クラブ使用願（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 匠陵クラブ料金収支簿（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 匠陵クラブ使用願（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 匠陵クラブ料金収支簿（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 匠陵クラブ使用願（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2021年度 教職員 福利 匠陵クラブ料金収支簿（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 匠陵クラブ使用願（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 財形関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 財形貯蓄金融機関別払込書（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 財形貯蓄等天引預入（払込）依頼書（令和3年度） 総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 職員レクリエーション関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2015年度 教職員 福利
労働基準監督署機械等設置等届及び購入確認書（平成27
年度）

総務部総務課長 2016/04/01
機械廃棄後1
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度 教職員 福利
労働基準監督署機械等設置等届及び購入確認書（平成28
年度）

総務部総務課長 2017/04/01
機械廃棄後1
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 教職員 福利
労働基準監督署機械等設置等届及び購入確認書（平成29
年度）

総務部総務課長 2018/04/01
機械廃棄後1
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 福利 健康管理関係綴（風しん）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 福利 健康管理関係綴（風しん）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 安全衛生管理委員会（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 健康管理関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 健康管理関係綴（風しん）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 休職・復職：人事異動伺（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 育児休業関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 石綿（アスベスト）措置計画関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 w-SDS実施関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 労働基準監督署への提出関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利
労働基準監督署機械等設置等届及び購入確認書（令和3年
度）

総務課長 2022/04/01
機械廃棄後1
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 健康安全管理に関する専任通知（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 労働災害関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 安全衛生関係（通知）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 教職員 福利 安全衛生優良研究室(令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 安全のための手引（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 福利 ストレスチェック実施関係（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2012/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2011年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2012/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 教職員 宿舎 財務事務所との長岡住宅関係書類 総務部施設管理課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2013/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2012年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2013/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 教職員 宿舎 財務事務所との長岡住宅関係書類 総務部施設管理課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2014/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2014/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2014年度 教職員 宿舎 財務事務所との長岡住宅関係書類 総務部施設管理課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2014年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2015/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2014年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2015/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2015年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設課長 2016/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2015年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設課長 2016/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2016年度 教職員 宿舎 宿舎貸与等申請書（承認書）（平成28年度） 総務部施設課長 2017/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2016年度 教職員 宿舎 自動車保管場所使用承諾証明書（平成28年度） 総務部施設課長 2017/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 宿舎 宿舎貸与等申請書（承認書）（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 宿舎
宿舎（自動車保管場所）貸与等申請書（承認書）（平成
29年度）

総務部施設課長 2018/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 宿舎 宿舎入居届（平成29年度) 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 宿舎 宿舎明渡届（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2017年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 教職員 宿舎 自動車保管場所使用承諾証明書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎 宿舎貸与等申請書（承認書）（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎
宿舎（自動車保管場所）貸与等申請書（承認書）（平成
30年度）

総務部施設課長 2019/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎 宿舎入居届（平成30年度) 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎 宿舎明渡届（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 教職員 宿舎 自動車保管場所使用承諾証明書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎 宿舎貸与等申請書（承認書）（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎
宿舎（自動車保管場所）貸与等申請書（承認書）（令和
元年度）

総務部施設課長 2020/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎 宿舎入居届（令和元年度) 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎 宿舎明渡届（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 教職員 宿舎 自動車保管場所使用承諾証明書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎 宿舎貸与等申請書（承認書）（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎
宿舎（自動車保管場所）貸与等申請書（承認書）（令和
２年度）

総務部施設課長 2021/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎 宿舎入居届（令和２年度) 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎 宿舎明渡届（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎 長岡住宅居住者名簿 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 宿舎 自動車保管場所使用承諾証明書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 明渡後5年 7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2021年度 教職員 宿舎 職員宿舎関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 安全衛生資格関係（衛生管理者等試験）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 安全衛生資格関係（特別教育・技能講習）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 サバティカル研修（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 学外研修（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 学外研修（海外ＳＤ研修）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 学内研修（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 学内研修（語学研修）（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発
学内研修（新潟県内国立大学法人等新採用職員研修）
（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 グローバルＦＤ研修（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 教職員 能力開発 東日本技術職員特別研修関係綴（令和元年度） 総務部総務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 学外研修（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 学外研修（海外ＳＤ研修）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 学内研修（語学研修）（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発
学内研修（新潟県内国立大学法人等中堅職員研修）（令
和2年度）

総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 グローバルＦＤ研修（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 教職員 能力開発 東日本技術職員特別研修関係綴（令和2年度） 総務部総務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 研修関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 安全衛生資格関係（衛生管理者等試験）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 安全衛生資格関係（特別教育・技能講習）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01
該当者退職
後1年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 学外研修（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 学外研修（海外ＳＤ研修）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 学内研修（語学研修）（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 教職員 能力開発
学内研修（新潟県内国立大学法人等中堅職員研修）（令
和3年度）

総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 グローバルＦＤ研修（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 事務局メンター制度（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2021年度 教職員 能力開発 東日本技術職員特別研修関係綴（令和3年度） 総務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度 施設設備 施設管理 防犯カメラ 総務部総務課長 2010/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1998年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成10年度） 教務部学務課長 1999/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

1999年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成11年度) 教務部学務課長 2000/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2000年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成12年度) 教務部学務課長 2001/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2001年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成13年度) 教務部学務課長 2002/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2002年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成14年度) 教務部学務課長 2003/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2003年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成15年度) 教務部学務課長 2004/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2004年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成16年度) 教務部学務課長 2005/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2005年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成17年度) 教務部学務課長 2006/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2006年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成18年度) 教務部学務課長 2007/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2007年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成19年度) 教務部学務課長 2008/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2008年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成20年度) 教務部学務課長 2009/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2009年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成21年度) 教務部学務課長 2010/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2010年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成22年度) 教務部学務課長 2011/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2011年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成23年度) 教務部学務課長 2012/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

1996年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成8年度） 総務部庶務課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成9年度） 総務部庶務課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1998年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成10年度） 総務部庶務課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1999年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成11年度） 総務部庶務課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2000年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成12年度） 総務部庶務課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成13年度） 総務部庶務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2002年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成14年度） 総務部庶務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2003年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成15年度） 総務部庶務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成16年度） 総務部庶務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

規則 通達関係綴（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1992年度
総務部総務
課

規則 学内規則制定原議書綴（平成4年度） 総務部庶務課長 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1993年度
総務部総務
課

規則 学内規則制定原議書綴（平成5年度） 総務部庶務課長 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1994年度
総務部総務
課

規則 学内規則制定原議書綴（平成6年度） 総務部庶務課長 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1995年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴３（平成7年度～平成9年度） 総務部庶務課長 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1995年度
総務部総務
課

規則 学内規則制定原議書綴（平成7年度） 総務部庶務課長 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1996年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成8年度） 総務部庶務課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成9年度） 総務部庶務課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1998年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴４（平成10年度～平成12年度） 総務部庶務課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1998年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成10年度） 総務部庶務課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1999年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成11年度） 総務部庶務課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2000年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成12年度） 総務部庶務課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴５（平成13年度） 総務部庶務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2001年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成13年度） 総務部庶務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2002年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成14年度） 総務部庶務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2002年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成14年度） 総務部庶務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2003年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成15年度） 総務部庶務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2003年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成15年度） 総務部庶務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成16年度） 総務部庶務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成16年度） 総務部庶務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

規則 学内規則集刊行関係綴（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

規則 規則等改正綴（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 住居手当認定簿（事務系）借家・借間 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 単身赴任手当認定簿 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 通勤手当認定簿（交通機関利用者） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 通勤手当認定簿（自動車等）教官 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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保存期間
満了時の
措置

備考

1976年度
総務部総務
課

給与 通勤手当認定簿（自動車等）事務系 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 扶養手当認定簿（教官） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 扶養手当認定簿（事務系） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 扶養親族届（教官） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

給与 扶養親族届（事務系） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

給与 人事記録（常勤）UPDS 総務部庶務課長 2009/04/01 常用 9999/01/01
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

給与 人事記録（非常勤）UPDS 総務部庶務課長 2009/04/01 常用 9999/01/01
個別業務システ
ム

総務課事務室 総務課長 廃棄

1978年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和53年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1979年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和54年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1980年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和55年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1981年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和56年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1982年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和57年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1983年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和58年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1984年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和59年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1985年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和60年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1986年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和61年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1987年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和62年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1988年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（昭和63年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1989年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成元年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1990年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成2年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1991年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成3年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1992年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成4年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1993年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成5年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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得年度
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起算日 保存期間
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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

1994年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成6年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1995年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成7年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1996年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成8年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成9年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1998年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成10年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1999年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成11年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2000年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成12年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成13年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2002年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成14年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2003年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成15年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成16年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成17年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成18年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成19年度申出分） 総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成20年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成21年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

給与関係 給与の口座振込申出書（平成22年度申出分） 総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

給与関係
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成18年
度）

総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

給与関係
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成19年
度）

総務部会計課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

給与関係
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成20年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

給与関係
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成21年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

給与関係
銀行振込依頼書（非常勤講師・学外者等）（平成22年
度）

総務部総務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

広報 学報（1992～2001年度） 総務部庶務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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保存期間
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2002年度
総務部総務
課

広報 学報（平成14年度） 総務部庶務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2003年度
総務部総務
課

広報 学報（平成15年度） 総務部庶務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

広報 学報（平成16年度） 総務部総務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

広報 学報（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

広報 学報（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

広報 学報（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

広報 学報（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

広報 学報（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

広報 学報（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 共有サーバー内 総務課事務室 総務課長 廃棄

1977年度
総務部総務
課

庶務 職員録（昭和52～平成6年度） 総務部庶務課長 1978/04/01 30年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1995年度
総務部総務
課

庶務 職員録（平成7～12年度） 総務部庶務課長 1996/04/01 30年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

庶務 職員録（平成13～19年度） 総務部庶務課長 2002/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2016年度
総務部総務
課

庶務 開学40周年記念事業 総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1990年度
総務部総務
課

組織 情報システム工学関係綴（平成2年度～平成4年度） 総務部庶務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1993年度
総務部総務
課

組織 環境システム工学課程関係（平成5年度） 総務部庶務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1993年度
総務部総務
課

組織
環境社会工学課程・専攻（仮称）設置準備委員会関係綴
（平成5年度）

総務部庶務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1996年度
総務部総務
課

組織
社会情報システム学（経営情報システム工学）（平成8～
11年度）

総務部庶務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2012年度 財務 予算 概算要求原議書（平成25年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成25年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 予算 内示資料（平成25年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 予算 概算要求原議書（平成26年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成26年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 予算 内示資料（平成26年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
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作成・取得者
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保存期間
満了時の
措置
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2014年度 財務 予算 概算要求原議書（平成27年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成27年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 予算 内示資料（平成27年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 予算 概算要求原議書（平成28年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成28年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 予算 内示資料（平成28年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 予算 概算要求原議書（平成29年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成29年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 予算 内示資料（平成29年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 予算 概算要求原議書（平成30年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成30年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 予算 内示資料（平成30年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 予算 回答原議書（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 予算 学内予算配分伺（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 予算 概算要求原議書（平成31年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 予算 照会及び回答資料（平成31年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 予算 内示資料（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 予算 回答原議書（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 予算 学内予算配分伺（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 概算要求関係（令和２年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 照会及び回答資料（文科省） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 照会及び回答資料（文科省以外） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 照会及び回答資料（決算関係） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿
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2019年度 財務 予算 内示資料（令和２年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 学内予算配分伺（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 支出予算財源特定 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 年度計画（予算・収支計画・資金計画）(令和２年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 国立大学改革強化推進補助金 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 財務レポート 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 寄附金の使途変更・移し換え 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 当初予算（令和２年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 予算 補正予算（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 概算要求関係（令和３年度要求含む） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 照会及び回答資料（文科省） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 照会及び回答資料（文科省以外） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 照会及び回答資料（決算関係） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 内示資料（令和３年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31
電子（共有サー
バー）

財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 学内予算配分伺（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 支出予算財源特定 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 年度計画（予算・収支計画・資金計画）(令和３年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 財務レポート 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 寄附金の使途変更・移し換え 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 当初予算（令和３年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 学内補正予算（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 定員超過 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 教育研究支援配分 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2020年度 財務 予算 公共事業等事業施行状況調（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算
国立大学法人情報機器整備費補助金（令和２年度補正第
２号）

総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算
間接経費関係（競争的資金にかかる間接経費執行実績報
告書含む）

総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 施設整備補遺補助金（完全自動光電子分光装置） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 予算 新型コロナウイルス対応関係 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 概算要求関係（令和４年度要求含む） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 照会及び回答資料（文科省） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 照会及び回答資料（文科省以外） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 照会及び回答資料（決算関係） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 内示資料（令和４年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31
電子（共有サー
バー）

財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 学内予算配分伺（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 業務達成基準（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 支出予算財源特定 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 年度計画（予算・収支計画・資金計画）（令和４年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 寄附金の使途変更・移し換え 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 当初予算（令和４年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 学内補正予算（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 定員超過 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算 教育研究支援配分 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算
間接経費関係（競争的資金にかかる間接経費執行実績報
告書含む）

財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 予算
国立大学法人設備整備費補助金（ロボット・AI遠隔制御
型DXものづくりシステム）

財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 予算 予算要求書・配分通知書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 財務 予算 予算要求書・配分通知書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

120/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2019年度 財務 予算 予算要求書・配分通知書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 財務 予算 予算要求書・配分通知書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 財務 予算 予算要求書・配分通知書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 財務 予算 次年度支出所要額調書（平成29年度） 総務部総合情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 財務 予算 次年度支出所要額調書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 財務 予算 次年度支出所要額調書（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 財務 予算 次年度支出所要額調書（令和２年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 財務 予算 次年度支出所要額調書（令和３年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 財務 予算 学外文献複写利用料金支出振替（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 財務 予算 学外文献複写利用料金支出振替（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 財務 予算 学内文献複写利用料金支出振替（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 財務 予算 学内文献複写利用料金支出振替（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 財務 予算 文献複写料金（私費分）徴収記録（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 財務 予算 文献複写料金（私費分）徴収記録（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 財務 予算 文献複写関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 財務 予算 文献複写関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 財務 予算 文献複写関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 財務 決算 財務諸表（平成22年度） 総務部財務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 決算 会計伝票（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 決算 決算報告書（平成23年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 決算 財務諸表（平成23年度） 総務部財務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 決算 事業報告書（平成23年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 決算 会計伝票（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2013年度 財務 決算 決算報告書（平成24年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 決算 財務諸表（平成24年度） 総務部財務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 決算 事業報告書（平成24年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 決算 会計伝票（平成26年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 決算 決算報告書（平成25年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 決算 財務諸表（平成25年度） 総務部財務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 決算 事業報告書（平成25年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 決算 会計伝票（平成27年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 決算 決算報告書（平成26年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 決算 財務諸表（平成26年度） 総務部財務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 決算 事業報告書（平成26年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 決算 会計伝票（平成28年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 決算 決算報告書（平成27年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 決算 財務諸表（平成27年度） 総務部財務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 決算 事業報告書（平成27年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 決算 会計伝票（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 決算 決算報告書（平成28年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 決算 財務諸表（平成28年度） 総務部財務課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 決算 事業報告書（平成28年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 決算 会計伝票（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 決算 決算報告書（平成29年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 決算 財務諸表（平成29年度） 総務部財務課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 決算 事業報告書（平成29年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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保存期間
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2019年度 財務 決算 会計伝票（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 決算 平成三十年度財務諸表 総務部財務課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 決算 業務達成基準（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 決算 目的積立金（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 決算
消費税に関する運営費交付金及び補助金等の使途特定
（平成30年度）

総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 決算
国立大学法人におけるコストの見える化検討トライアル
の実施

総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 決算
研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイ
ドライン

総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算 会計伝票（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算 令和元年度財務諸表 総務部財務課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算 業務達成基準（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算 目的積立金（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算
消費税に関する運営費交付金及び補助金等の使途特定
（令和元年度）

総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算
国立大学法人におけるコストの見える化検討トライアル
の実施

総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 決算 基幹運営費交付金（機能強化）等の執行状況に係る調書 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 決算 会計伝票（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 決算 令和２年度財務諸表 財務課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 決算 目的積立金（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 決算
消費税に関する運営費交付金及び補助金等の使途特定
（令和２年度）

財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 決算 基幹運営費交付金（機能強化）等の執行状況に係る調書 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 決算
研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイ
ドライン

財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 資金管理
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　雇用（人件費関係）（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 資金管理
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　雇用（人件費関係）（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2017年度 財務 資金管理 納付前執行申請書（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2018年度 財務 資金管理 納付前執行申請書（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 資金管理 納付前執行申請書（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 資金管理 収入・支出予定額調（令和２年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 資金管理 収入・支出予定額調（令和３年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 資金管理 収入・支出予定額調（令和４年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 資金管理 資金運用（～令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 資金管理 資金運用（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 資金管理 資金運用（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 資金管理 債権発生通知書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 財務 資金管理 債権発生通知書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 財務 資金管理
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　雇用（人件費関係）（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 財務 資金管理 債権発生通知書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 財務 収入
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成
金について（令和2年度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2011年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成23年度） 総務部財務課長 2019/04/01 卒業後5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成24年度） 総務部財務課長 2018/04/01 卒業後5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成24年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成25年度） 総務部財務課長 2021/04/01 卒業後5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成25年度） 総務部財務課長 2018/04/01 卒業後5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成25年度） 総務部財務課長 2020/04/01 修了後5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成26年度） 総務部財務課長 2021/04/01 卒業後5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成26年度） 総務部財務課長 2018/04/01 卒業後5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（平成26年度） 総務部財務課長 2018/04/01 修了後5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成26年度） 総務部財務課長 2021/04/01 修了後5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2015年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成27年度） 総務部財務課長 2020/04/01 卒業後5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成27年度） 総務部財務課長 2019/04/01 卒業後5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（平成27年
度）

総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（平成27年度） 総務部財務課長 2020/04/01 修了後5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 収入 保証書（大学院専門職学位課程入学者）（平成27年度） 総務部財務課長 2018/04/01 修了後5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成27年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成28年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成28年度） 総務部財務課長 2022/04/01 卒業後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（平成28年
度）

総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（平成28年度） 総務部財務課長 2020/04/01 修了後5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 収入 保証書（大学院専門職学位課程入学者）（平成28年度） 総務部財務課長 2018/04/01 修了後5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成28年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 寄宿料債権管理簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 債権発生、変更、消滅通知（伺）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入
債権発生、変更、消滅通知・調査確認及び調査決定決議
書（平成29年度）

総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 授業料債権管理簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 宿舎使用料債権管理簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 入学料債権管理簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 物件貸付料債権管理簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成29年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成29年度） 総務部財務課長 2021/04/01 卒業後5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（平成29年
度）

総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（平成29年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2017年度 財務 収入 保証書（大学院専門職学位課程入学者）（平成29年度） 総務部財務課長 2021/04/01 修了後5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成29年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 寄宿料債権管理簿（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 債権発生、変更、消滅通知（伺）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入
債権発生、変更、消滅通知・調査確認及び調査決定決議
書（平成30年度）

総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 授業料債権管理簿（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 宿舎使用料債権管理簿（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 入学料債権管理簿（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 物件貸付料債権管理簿（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成30年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成30年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（平成30年
度）

総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（平成30年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 保証書（大学院専門職学位課程入学者）（平成30年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成30年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 寄宿料債権管理簿（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 債権発生、変更、消滅通知（伺）（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入
債権発生、変更、消滅通知・調査確認及び調査決定決議
書（平成31年度）

総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 授業料債権管理簿（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 宿舎使用料債権管理簿（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 入学料債権管理簿（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 物件貸付料債権管理簿（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（平成31年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2019年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（平成31年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（平成31年
度）

総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（平成31年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 保証書（大学院専門職学位課程入学者）（平成31年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（平成31年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 寄宿料債権管理簿（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 債権発生、変更、消滅通知（伺）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入
債権発生、変更、消滅通知・調査確認及び調査決定決議
書（令和２年度）

総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 授業料債権管理簿（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 宿舎使用料債権管理簿（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 入学料債権管理簿（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 物件貸付料債権管理簿（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（令和２年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（令和２年度） 総務部財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（令和２年
度）

総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（令和２年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 保証書（大学院専門職学位課程入学者）（令和２年度） 総務部財務課長 2022/04/01 修了後5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（令和２年度） 総務部財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 寄宿料債権管理簿（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 債権発生、変更、消滅通知（伺）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入
債権発生、変更、消滅通知・調査確認及び調査決定決議
書（令和３年度）

財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 授業料債権管理簿（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 宿舎使用料債権管理簿（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2021年度 財務 収入 入学料債権管理簿（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 物件貸付料債権管理簿（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 保証書（学部第1学年入学者）（令和３年度） 財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 保証書（学部第3学年入学者）（令和３年度） 財務課長 未定 卒業後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入
保証書（大学院5年一貫制博士課程入学者）（令和３年
度）

財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 保証書（大学院修士課程入学者）（令和３年度） 財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 収入 保証書（大学院博士後期課程入学者）（令和３年度） 財務課長 未定 修了後5年 7777/01/01 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 収入 平成29年度　債権発生通知 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 財務 収入 平成30年度　債権発生通知 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 財務 収入 令和元年度　債権発生通知 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 財務 収入 令和２年度　債権発生通知 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 財務 収入 令和３年度　債権発生通知 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 財務 収入 基金受入・礼状関係（平成29年度）
総務部基金・卒業生室
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2018年度 財務 収入 基金受入・礼状関係（平成30年度）
総務部基金・卒業生室
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2019年度 財務 収入 基金受入・礼状関係（令和元年度）
総務部基金・卒業生室
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2020年度 財務 収入 基金受入・礼状関係（令和２年度）
総務部基金・卒業生室
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2021年度 財務 収入 基金受入・礼状関係（令和３年度） 基金・卒業生室長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2017年度 財務 収入 古本募金（平成29年度）
総務部基金・卒業生室
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2018年度 財務 収入 古本募金（平成30年度）
総務部基金・卒業生室
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2019年度 財務 収入 古本募金（令和元年度）
総務部基金・卒業生室
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2020年度 財務 収入 古本募金（令和２年度）
総務部基金・卒業生室
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2021年度 財務 収入 古本募金（令和３年度） 基金・卒業生室長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 基金・卒業生室事務室 基金・卒業生室長 廃棄

2017年度 財務 収入 債権発生通知書（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

128/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2018年度 財務 収入 債権発生通知書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 財務 収入 債権発生通知書（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 財務 収入 債権発生通知書（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 財務 収入 債権発生通知書（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　消耗品・備品（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　帳簿・支払予定・振込依頼書（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　会議費・印刷製本・通信運搬・雑役
務費（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　諸謝金・旅費（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2019年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　設備備品（令和元年度）

総務部総務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　帳簿・支払予定・振込依頼書（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　業務委託費（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　消耗品・備品（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　諸謝金・旅費（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　設備備品（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2020年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　通信運搬費（令和２年度）

総務部総務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2016年度 財務 支払 教育振興会（平成28年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 支払 保険関係綴（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 支払 教育振興会（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 支払 保険関係綴（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 支払 教育振興会（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 支払 保険関係綴（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 支払 教育振興会（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 支払 保険関係綴（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2020年度 財務 支払 教育振興会（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 支払 保険関係綴（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 支払 教育振興会（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 支払 銀行振込依頼書（取引先登録票）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 支払 銀行振込依頼書（取引先登録票）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 支払 銀行振込依頼書（取引先登録票）（平成31年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 支払 銀行振込依頼書（取引先登録票）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 支払 銀行振込依頼書（取引先登録票）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 支払 収支簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 支払 立替払支出申請書（科学研究費補助金）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 支払 立替払支出申請書（受託研究等）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　帳簿・支払予定・振込依頼書（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　業務委託費（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　消耗品・備品（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　諸謝金・旅費（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　設備備品（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2021年度 財務 支払
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引
型）　債務計上票　通信運搬費（令和3年度）

総務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 男女共同参画推進室 総務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 契約担当役等の補助者委任簿（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 消費税関係（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 契約担当役等の補助者委任簿（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 消費税関係（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 契約担当役等の補助者委任簿（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 消費税関係（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2020年度 財務 動産等 契約担当役等の補助者委任簿（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 消費税関係（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 契約担当役等の補助者委任簿（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 消費税関係（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2012年度 財務 動産等 消費税関係（平成24年度） 総務部財務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2013年度 財務 動産等 消費税関係（平成25年度） 総務部財務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2014年度 財務 動産等 消費税関係（平成26年度） 総務部財務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2015年度 財務 動産等 消費税関係（平成27年度） 総務部財務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2016年度 財務 動産等 消費税関係（平成28年度） 総務部財務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 アルコール使用済報告書（写）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 学外使用承認関係書類（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 寄附関係書類（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 契約締結伺（運営費交付金等）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 固定資産台帳（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 少額資産台帳（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 特定調達契約に関する照会・回答（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 不用決定承認関係書類（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 物品購入等契約に係る取引停止（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 物品亡失・損傷等報告（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 立替払支出申請書（運営費交付金）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 立替払支出申請書（寄附金）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 契約締結伺（科学研究費補助金）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 契約締結伺（受託研究費等）（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

131/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2017年度 財務 動産等 使用貸借関係書類（平成29年度） 総務部財務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 アルコール使用済報告書（写）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 学外使用承認関係書類（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 寄附関係書類（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 契約締結伺（運営費交付金等）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 特定調達契約に関する照会・回答（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 不用決定承認関係書類（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 物品購入等契約に係る取引停止（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 物品亡失・損傷等報告（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 立替払支出申請書（運営費交付金）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 立替払支出申請書（寄附金等）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 契約締結伺（科学研究費補助金）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 契約締結伺（受託研究費等）（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 使用貸借関係書類（平成30年度） 総務部財務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 アルコール使用済報告書（写）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 学外使用承認関係書類（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 寄附関係書類（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 契約締結伺（運営費交付金等）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等
アクション・プログラムに基づく政府調達実績状況の
フォローアップ調査・回答（令和元年度）

総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 不用決定承認関係書類（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 物品購入等契約に係る取引停止（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 物品亡失・損傷等報告（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 立替払支出申請書（運営費交付金）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2019年度 財務 動産等 立替払支出申請書（寄附金等）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 契約締結伺（科学研究費補助金）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 契約締結伺（受託研究費等）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 契約締結伺（卓越研究等）（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 使用貸借関係書類（令和元年度） 総務部財務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 アルコール使用済報告書（写）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 寄附関係書類（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 契約締結伺（運営費交付金等）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等
アクション・プログラムに基づく政府調達実績状況の
フォローアップ調査・回答（令和２年度）

総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 不用決定承認関係書類（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 立替払支出申請書（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 会議費支出願（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 契約締結伺（科学研究費補助金）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 契約締結伺（受託研究費等）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 契約締結伺（卓越研究等）（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 使用貸借関係書類（令和２年度） 総務部財務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 アルコール使用済報告書（写）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等
アクション・プログラムに基づく政府調達実績状況の
フォローアップ調査・回答（令和３年度）

財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 不用決定承認関係書類（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 使用貸借関係書類（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 寄附関係書類（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 立替払支出申請書（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 会議費支出願（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄
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2021年度 財務 動産等 契約締結伺（運営費交付金等）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 契約締結伺（科学研究費補助金）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 契約締結伺（受託研究費等）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 契約締結伺（卓越研究等）（令和３年度） 財務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 備品関係（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 備品関係（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 物品供用簿（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 物品供用簿（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 蔵書点検決裁（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 蔵書点検決裁（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 財務 動産等 不用決定伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 財務 動産等 不用決定伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 財務 動産等 資産管理関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 財務 動産等 資産管理関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 財務 動産等 資産管理関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 財務 不動産 固定資産一時使用許可関係（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 財務 不動産 固定資産貸付（年間）許可関係（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 財務 不動産 固定資産一時使用許可関係（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 財務 不動産 固定資産貸付（年間）許可関係（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 財務 不動産 固定資産一時使用許可関係（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 財務 不動産 固定資産貸付（年間）許可関係（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 財務 不動産 固定資産一時使用許可関係（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 財務 不動産 固定資産貸付（年間）許可関係（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2021年度 財務 不動産 NBIC関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 財務 不動産 固定資産一時使用許可関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 財務 不動産 固定資産貸付（年間）許可関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

組織 平成16年度実績報告書・平成18年度計画等 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2006年度
総務部総務
課

組織 平成17年度実績報告書・平成19年度計画等 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2007年度
総務部総務
課

組織 平成18年度実績報告書・平成20年度計画等 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2009年度
総務部総務
課

組織 平成20年度実績報告書・平成22年度計画等 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2008年度
総務部総務
課

組織
第１期中期目標期間及び平成19年度実績報告書・平成21
年度計画等

総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2004年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成16年度） 総務部総務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2005年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2006年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2007年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2008年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2009年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2010年度
総務部総務
課

組織 中期目標・中期計画・年度計画（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1984年度
総務部総務
課

組織 大学院博士課程設置構想資料（昭和59～61年度） 総務部庶務課長 1985/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1985年度
総務部総務
課

組織 大学院工学研究科博士課程設置計画書（昭和60年度） 総務部庶務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1985年度
総務部総務
課

組織 大学院博士課程設置審提出関係資料（昭和60年度） 総務部庶務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1986年度
総務部総務
課

組織
大学院工学研究科博士課程情報・制御工学専攻設置計画
書

総務部庶務課長 1987/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1989年度
総務部総務
課

組織 大学院博士課程設置関係資料（平成元～4年度） 総務部庶務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1991年度
総務部総務
課

組織 大学院工学研究科生物機能工学専攻設置計画書 総務部庶務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1992年度
総務部総務
課

組織
博士後期課程（学内）教員資格審査関係綴（平成4～8年
度）

総務部庶務課長 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

1994年度
総務部総務
課

組織 計画・経営系改組、転換検討委員会（平成6年度） 総務部庶務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄
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1997年度
総務部総務
課

組織
大学院工学研究科環境システム工学専攻（修士課程）設
置計画書

総務部庶務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2004年度
総務部総務
課

組織 平成16年度大学院設置計画等 総務部総務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2005年度
総務部総務
課

組織 平成17年度大学院設置計画等 総務部総務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2013年度
総務部総務
課

総務 学校教員統計調査（平成25年度） 総務部総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1980年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（昭和55～平成10年度） 総務部庶務課長 1981/04/01 30年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2002年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（平成14年度） 総務部庶務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

懲戒 懲戒・訓告等（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（運営諮問会議委員） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（外国人教師） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（教官） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（参与） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（事務系） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（非常勤講師） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1976年度
総務部総務
課

任免 人事記録（非常勤職員） 総務部庶務課長 1977/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

任免 定員削減（第9次平成9年度から） 総務部庶務課長 1998/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

任免 定員削減（第10次平成13年度から） 総務部庶務課長 2002/04/01 常用 9999/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 財形貯蓄記録簿 総務部庶務課長 未定 退職後5年 7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 財形貯蓄等覚書 総務部庶務課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1993年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 分限関係起案文書綴（平成2～5年度） 総務部庶務課長 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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1994年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成6年度） 総務部庶務課長 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1995年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成7年度） 総務部庶務課長 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1996年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成8年度） 総務部庶務課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1997年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成9年度） 総務部庶務課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1998年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成10年度） 総務部庶務課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

1999年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成11年度） 総務部庶務課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2000年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成12年度） 総務部庶務課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成13年度） 総務部庶務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2002年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成14年度） 総務部庶務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2003年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成15年度） 総務部庶務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成16年度） 総務部総務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

能率・福利厚生 休職・復職：人事異動伺（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定等（平成16年度） 総務部総務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成16年度） 総務部総務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2004年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成16年度） 総務部総務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定等（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2005年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成17年度） 総務部総務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2006年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定等（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2006年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成18年度） 総務部総務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定等（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2007年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成19年度） 総務部総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2008年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成20年度） 総務部総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2009年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成21年度） 総務部総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則・労使協定の変更届（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2010年度
総務部総務
課

労務一般 就業規則制定・労使協定締結伺（平成22年度） 総務部総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2001年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産使用許可（使用承認）(平成13年度) 総務部会計課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2002年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産使用許可（使用承認）（平成14年度） 総務部会計課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2003年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産使用許可（使用承認）(平成15年度） 総務部会計課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1992年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成4年度） 総務部会計課長 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1993年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成5年度） 総務部会計課長 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1994年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成6年度） 総務部会計課長 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1995年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成7年度） 総務部会計課長 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1996年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成8年度） 総務部会計課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

1997年度
総務部会計
課

国有財産 寄附受け入れ（平成9年度） 総務部会計課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1997年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成9年度） 総務部会計課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1998年度
総務部会計
課

国有財産 境界査定に係る関係書類（平成10年度） 総務部会計課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1998年度
総務部会計
課

国有財産 取得に係る協議書・添付書類（平成10年度） 総務部会計課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2000年度
総務部会計
課

国有財産 寄附受け入れ（平成12年度） 総務部会計課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1992年度
総務部会計
課

国有財産 自動車保管場所現況記録 総務部会計課長 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1992年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成4年度） 総務部会計課長 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1993年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成5年度） 総務部会計課長 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1994年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成6年度） 総務部会計課長 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1995年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成7年度） 総務部会計課長 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1996年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成8年度） 総務部会計課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1997年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成9年度） 総務部会計課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1998年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成10年度） 総務部会計課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

1999年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成11年度） 総務部会計課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2000年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成12年度） 総務部会計課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2001年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料(平成13年度) 総務部会計課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2002年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料（平成14年度） 総務部会計課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2003年度
総務部会計
課

国有財産 国有財産台帳搭載伺及び関連資料(平成15年度） 総務部会計課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2005年度
総務部会計
課

決算 財務諸表（平成16年度） 総務部会計課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2006年度
総務部会計
課

決算 財務諸表（平成17年度） 総務部会計課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2007年度
総務部会計
課

決算 財務諸表（平成18年度） 総務部会計課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

1980年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明受理台帳（昭和55年度～平成12年度） 総務部研究協力課長 1981/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

1993年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明委員会（発明届出書・審査）（06） 総務部研究協力課長 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

1996年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明委員会（発明届出書・審査）（07） 総務部研究協力課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

1998年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明委員会（発明届出書・審査）（08） 総務部研究協力課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

1999年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（13） 総務部研究協力課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

1999年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明委員会（発明届出書・審査）（09） 総務部研究協力課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2000年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（14） 総務部研究協力課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2000年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（15） 総務部研究協力課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2000年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（16） 総務部研究協力課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2001年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（17） 総務部研究協力課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2001年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（18） 総務部研究協力課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2001年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（19） 総務部研究協力課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2001年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明受理台帳（平成13年度） 総務部研究協力課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 通知・調査（平成14年度） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（20） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（21） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（22） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（23） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（24） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（25） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（26） 総務部研究協力課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2002年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明受理台帳（平成14年度） 総務部研究協力課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 通知・調査（平成15年度） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（27） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（28） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（29） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（30） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（31） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（32） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（33） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 特許出願（34） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明委員会（発明届出書・審査）（10） 総務部研究協力課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2003年度
総務部研究
協力課

発明・特許 発明受理台帳（平成15年度） 総務部研究協力課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

1978年度
総務部研究
協力課

文書 公印の作成、改廃及び管理（昭和53～平成12年度） 総務部研究協力課長 1979/04/01 30年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2001年度
総務部研究
協力課

文書 公印の作成、改廃及び管理（平成13年度） 総務部研究協力課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2008年度
総務部財務
課

決算 財務諸表（平成19年度） 総務部財務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2009年度
総務部財務
課

決算 財務諸表（平成20年度） 総務部財務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2010年度
総務部財務
課

決算 財務諸表（平成21年度） 総務部財務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 財務課事務室 財務課長 廃棄

2017年度 施設設備 総括 施設整備費補助金交付関係（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 総括 国立学校施設整備費概算要求書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 総括 契約締結伺（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 総括 施設整備費補助金交付関係（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 総括 国立学校施設整備費概算要求書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 総括 契約締結伺（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 総括 施設整備費補助金交付関係（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 総括 国立学校施設整備費概算要求書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 総括 契約締結伺（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 総括 施設整備費補助金交付関係（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2020年度 施設設備 総括 国立学校施設整備費概算要求書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 総括 契約締結伺（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 総括
国立大学法人施設整備費等要求書・同関係資料（令和3年
度）

施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 総括 施設整備費補助金交付関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 総括 契約締結伺（令和３年度）（工事） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 総括 契約締結伺（令和３年度）（設計コンサル） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 総括 契約締結伺（令和３年度）（役務） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 総括 工事成績（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設設計 防水保証書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設設計 建築物の定期調査報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設設計 防水保証書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設設計 建築物の定期調査報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設設計 防水保証書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設設計 防火設備の定期調査報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設設計 防水保証書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設設計 防火設備の定期調査報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設設計 建築物の定期調査報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設設計 工事関係（令和3年度）（建築） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設設計 工事関係（令和3年度）（電気） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設設計 工事関係（令和3年度）（機械） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設設計 防火設備の定期調査報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設設計 建築物の定期調査報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 東京サテライトキャンパス（CIC)使用申請 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 施設設備 施設管理 東京サテライトキャンパス（CIC)管理運営 総務部総務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 東京サテライトキャンパス（CIC)使用申請 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 東京サテライトキャンパス（CIC)管理運営 総務部総務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理
東京サテライトキャンパス（CIC)使用申請（令和元年
度）

総務部総務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理
東京サテライトキャンパス（CIC)使用申請（令和２年
度）

総務部総務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2012年度 施設設備 施設管理 防水保証書（平成24年度） 総務部施設管理課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2013年度 施設設備 施設管理 防水保証書（平成25年度） 総務部施設管理課長 2014/04/01 10年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2014年度 施設設備 施設管理 防水保証書（平成26年度） 総務部施設管理課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 共用スペース（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 エレベーター検査結果報告書・検査書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 クレーン検査結果報告書・検査書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 ばい煙測定結果報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 学生宿舎浴室レジオレラ菌検査結果（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 事業場排水の水質検査結果（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 実験廃液処理業務（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 実験廃水処理依頼票・報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 実験廃水分別貯留記録台帳（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 水質試験成績書(上水)（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 水質測定結果等定期報告(プール)（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 水質測定結果等定期報告(排水)（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃業務（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設管理 混住型学生宿舎（仮称）整備・運営事業 総務部施設課長 2018/04/01
契約期間終
了後5年

2032/08/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2017年度 施設設備 施設管理 国立大学法人長岡技術科学大学地下水飲料化供給事業 総務部施設課長 2018/04/01
契約期間終
了後5年

2047/11/30 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 共用スペース（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 エレベーター検査結果報告書・検査書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 クレーン検査結果報告書・検査書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 ばい煙測定結果報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 学生宿舎浴室レジオレラ菌検査結果（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 事業場排水の水質検査結果（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 実験廃液処理業務（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 実験廃水処理依頼票・報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 実験廃水分別貯留記録台帳（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 水質試験成績書(上水)（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 水質測定結果等定期報告(プール)（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 水質測定結果等定期報告(排水)（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃業務（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 共用スペース（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 エレベーター定期点検報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 クレーン検査結果報告書・検査書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 ばい煙測定結果報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 各種水質検査結果報告書 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 実験廃液処理業務（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 実験廃水処理依頼票・報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 実験廃水分別貯留記録台帳（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2019年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃業務（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 エレベーター定期点検報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 クレーン検査結果報告書・検査書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 建築設備定期検査報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 各種水質検査結果報告書 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 実験廃液処理業務（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 実験廃水処理依頼票・報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 実験廃水分別貯留記録台帳（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃業務（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設管理 共用スペース（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 仮設置物設置許可関係（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃業務（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 構内警備業務（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 室使用計画関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 スペースチャージ関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 共用スペース（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 計画通知（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 防火対象物使用開始届（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 消防用設備等設置届（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 エレベーター定期点検報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 クレーン検査結果報告書・検査書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2021年度 施設設備 施設管理 建築設備定期検査報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 各種水質検査結果報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 貯水槽清掃報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 作業環境測定結果報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理
作業環境測定結果報告書（令和３年度）（発がん性物
質）

施設課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 防災関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 災害復旧関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 電力需給契約関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 ガス需給契約関係（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 エネルギー報告書（令和3年度） 施設課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 実験廃液処理依頼票・報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理 実験廃液分別貯留記録台帳（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設管理
東京サテライトキャンパス（CIC)使用申請（令和３年
度）

総務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検結果報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設保全 消防用設備等点検結果報告書（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度 施設設備 施設保全 消防用設備等保守（平成29年度） 総務部施設課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検結果報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設保全 消防用設備等点検結果報告書（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度 施設設備 施設保全 消防用設備等保守（平成30年度） 総務部施設課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検結果報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2019年度 施設設備 施設保全 消防用設備等点検結果報告書（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度 施設設備 施設保全 消防用設備等保守（令和元年度） 総務部施設課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検結果報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設保全 消防用設備等点検結果報告書（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度 施設設備 施設保全 消防用設備等保守（令和２年度） 総務部施設課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設保全 消防用設備等保守（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設保全 構内電気設備点検結果報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2021年度 施設設備 施設保全 消防用設備等点検結果報告書（令和３年度） 施設課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2007年度
総務部産
学・地域連
携課

知的財産等 技術相談対応票（平成19年度）
総務部産学・地域連携
課長

2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2008年度
総務部産
学・地域連
携課

知的財産等 技術相談対応票（平成20年度）
総務部産学・地域連携
課長

2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2009年度
総務部産
学・地域連
携課

知的財産等 技術相談対応票（平成21年度）
総務部産学・地域連携
課長

2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2010年度
総務部産
学・地域連
携課

知的財産等 技術相談対応票（平成22年度）
総務部産学・地域連携
課長

2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度
総務部産
学・地域連
携課

地域連携等 JBMC新潟ラウンド
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2007年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成19年度）
総務部産学・地域連携
課長

2008/04/01 30年 2038/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2007年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成19年度）
総務部産学・地域連携
課長

2008/04/01 30年 2038/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2007年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成19年度）
総務部産学・地域連携
課長

2008/04/01 30年 2038/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2007年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 発明届出書（平成19年度）
総務部産学・地域連携
課長

2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2008年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成20年度）
総務部産学・地域連携
課長

2009/04/01 30年 2039/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2008年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成20年度）
総務部産学・地域連携
課長

2009/04/01 30年 2039/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2008年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成20年度）
総務部産学・地域連携
課長

2009/04/01 30年 2039/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2008年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 発明届出書（平成20年度）
総務部産学・地域連携
課長

2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2009年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成21年度）
総務部産学・地域連携
課長

2010/04/01 30年 2040/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2009年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成21年度）
総務部産学・地域連携
課長

2010/04/01 30年 2040/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2009年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成21年度）
総務部産学・地域連携
課長

2010/04/01 30年 2040/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2009年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 発明届出書（平成21年度）
総務部産学・地域連携
課長

2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2010年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成22年度）
総務部産学・地域連携
課長

2011/04/01 30年 2041/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2010年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成22年度）
総務部産学・地域連携
課長

2011/04/01 30年 2041/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2010年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成22年度）
総務部産学・地域連携
課長

2011/04/01 30年 2041/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2010年度
総務部産
学・地域連
携課

発明・特許 発明届出書（平成22年度）
総務部産学・地域連携
課長

2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2004年度
総務部産学
連携・研究
推進課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成16年度） 総務部研究協力課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2004年度
総務部産学
連携・研究
推進課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成16年度） 総務部研究協力課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2004年度
総務部産学
連携・研究
推進課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成16年度） 総務部研究協力課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2004年度
総務部産学
連携・研究
推進課

発明・特許 発明届出書（平成16年度） 総務部研究協力課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2005年度
総務部産学
連携課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成17年度） 総務部産学連携課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2005年度
総務部産学
連携課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成17年度） 総務部産学連携課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2005年度
総務部産学
連携課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成17年度） 総務部産学連携課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2005年度
総務部産学
連携課

発明・特許 発明届出書（平成17年度） 総務部産学連携課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2006年度
総務部産学
連携課

発明・特許 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成18年度） 総務部産学連携課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2006年度
総務部産学
連携課

発明・特許 知的財産評価専門部会（平成18年度） 総務部産学連携課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2006年度
総務部産学
連携課

発明・特許 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成18年度） 総務部産学連携課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2006年度
総務部産学
連携課

発明・特許 発明届出書（平成18年度） 総務部産学連携課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2005年度
総務部産学
連携課

文書 公印の作成、改廃及び管理（平成17年度） 総務部産学連携課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2001年度
総務部施設
課

機械設備工事 完成図(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2001年度
総務部施設
課

建築工事 しゅん功写真(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2001年度
総務部施設
課

建築工事 工事設計図書(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2000年度
総務部施設
課

建築工事 工事設計図書(平成12年度) 総務部施設課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2000年度
総務部施設
課

資料 完成建物等概要図書(平成12年度) 総務部施設課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2001年度
総務部施設
課

調査・報告 施設実態調査表(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2002年度
総務部施設
課

調査・報告 施設実態調査表(平成14年度) 総務部施設課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2003年度
総務部施設
課

調査・報告 施設実態調査表（平成15年度） 総務部施設課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2001年度
総務部施設
課

電気設備工事 NCC関係書類(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2001年度
総務部施設
課

電気設備工事 NTT関係書類(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2002年度
総務部施設
課

電気設備工事 通信関係書類(平成14年度) 総務部施設課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2003年度
総務部施設
課

電気設備工事 NTT関係書類（平成15年度） 総務部施設課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2001年度
総務部施設
課

電気設備工事 完成図(平成13年度) 総務部施設課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2000年度
総務部施設
課

予算 基準特例申請書類(平成12年度) 総務部施設課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2015年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2016/04/01 30年 2045/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2016年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2017年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2019/04/01 3年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2018年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2019年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2020年度
総務部施設
管理課

機械設備工事 作業環境測定結果報告書 総務部施設課長 2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2004年度
総務部施設
管理課

固定資産 固定資産使用許可（使用承認）(平成16年度） 総務部施設管理課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2005年度
総務部施設
管理課

固定資産 固定資産使用許可（使用承認）(平成17年度） 総務部施設管理課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2006年度
総務部施設
管理課

固定資産 固定資産使用許可（使用承認）（平成18年度） 総務部施設管理課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2007年度
総務部施設
管理課

固定資産 固定資産使用許可（使用承認）（平成19年度） 総務部施設管理課長 未定
許可期限終
了後5年

7777/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2008年度
総務部施設
管理課

固定資産 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2009/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2008年度
総務部施設
管理課

固定資産 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2009/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2009年度
総務部施設
管理課

固定資産 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2010/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2009年度
総務部施設
管理課

固定資産 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2010/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2010年度
総務部施設
管理課

固定資産 深沢町宿舎居住者名簿 総務部施設管理課長 2011/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2010年度
総務部施設
管理課

固定資産 長岡住宅居住者名簿 総務部施設管理課長 2011/04/01 常用 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2004年度
総務部施設
管理課

固定資産 登記（平成16年度） 総務部施設管理課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 施設課事務室 施設課長 移管

2012年度 教育一般 総括 学生のための安全衛生部会（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 総括 教務委員会（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 総括 教務委員会（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 総括 教務委員会（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 総括 教務委員会（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 教務委員会（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 総括 技学教育イニシアティブ部会（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 総括 技学教育イニシアティブ部会（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2017年度 教育一般 総括
ｅラーニング高等教育連携（ｅＨＥＬＰ）全体会議関係
（平成29年度）

学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 ＴＯＥＩＣ－ＩＰ　ＴＥＳＴ(平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 シニアテクニカルアドバイザー（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 その他綴り、調査関係等（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 各種文科省その他地区等会議関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 語学センター関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 高大連携関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 匠陵・特別講演会（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 非常勤講師授業計画書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 非常勤講師集中講義実施計画書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 予算関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 共通教育センター関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 教育方法開発センター関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括
戦略的技術者育成アドバンストコース関係綴（平成29年
度）

学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 入学前教育（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 総括 文部省・学外からの通知等（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 総括 文部省・学外からの通知等（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 総括 文部省・学外からの通知等（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 総括 文部省・学外からの通知等（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 総括 文部省・学外からの通知等（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 文部省・学外からの通知等（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 卒業式関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 入学式関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2018年度 教育一般 総括
ｅラーニング高等教育連携（ｅＨＥＬＰ）全体会議関係
（平成30年度）

学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 ＴＯＥＩＣ－ＩＰ　ＴＥＳＴ(平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 シニアテクニカルアドバイザー（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 語学センター関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 高大連携関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 匠陵・特別講演会（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 非常勤講師授業計画書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 非常勤講師集中講義実施計画書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 予算関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 その他綴り、調査関係等（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 各種文科省その他地区等会議関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 共通教育センター関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 教育方法開発センター関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 戦略的技術者育成アドバンストコース（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 入学前教育（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 文科省・学外からの通知等（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 卒業式関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 入学式関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 教育活動表彰（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 教務委員会（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 平成30年度　卓越大学院プログラム 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 平成30年度　卓越大学院プログラム運営委員会 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括
ｅラーニング高等教育連携（ｅＨＥＬＰ）全体会議関係
（令和元年度）

学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2019年度 教育一般 総括 ＴＯＥＩＣ－ＩＰ　ＴＥＳＴ(令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 シニアテクニカルアドバイザー（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 その他綴り、調査関係等（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 各種文科省その他地区等会議関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 語学センター関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 高大連携関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 匠陵・特別講演会（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 非常勤講師授業計画書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 非常勤講師集中講義実施計画書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 予算関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 電子媒体 共有サーバ内 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 共通教育センター関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 教育方法開発センター関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 戦略的技術者育成アドバンストコース（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 入学前教育（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 教務関係調査回答（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 卒業式関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 入学式関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 文科省・学外からの通知等（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 教育活動表彰（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 教務委員会（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 令和元年度　卓越大学院プログラム 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 令和元年度　卓越大学院プログラム運営委員会 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括
ｅラーニング高等教育連携（ｅＨＥＬＰ）全体会議関係
（令和2年度）

学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2020年度 教育一般 総括 ＴＯＥＩＣ－ＩＰ　ＴＥＳＴ(令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 電子媒体 共有サーバ内 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 シニアテクニカルアドバイザー（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 その他綴り、調査関係等（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 各種文科省その他地区等会議関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 教育活動表彰（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 語学センター関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 高大連携関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 匠陵・特別講演会（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 非常勤講師授業計画書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 非常勤講師集中講義実施計画書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 予算関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 電子媒体 共有サーバ内 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 共通教育センター関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 教育方法開発センター関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 戦略的技術者育成アドバンストコース（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 入学前教育（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 教務関係調査回答（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 卒業式関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 入学式関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 文科省・学外からの通知等（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 教務委員会（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 令和２年度　卓越大学院プログラム 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 令和２年度　卓越大学院プログラム運営委員会 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括
JICA ABEイニシアティブ「修士課程およびインターン
シップ」プログラム（令和３年度）

国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 総括
預り金収支報告書（奨学金、留学生研修費）（令和３年
度）

国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 奨学金/留学生研修費　通帳払出（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 学生証作成データ関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 総括
平成24年度国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置
を行う特別プログラム関係

学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 総括 日本国際教育大学連合（JUCTe）関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 総括 JDS〔人材育成奨学計画〕（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 総括 文部科学省・学外からの通知等（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 総括 文部科学省・学外からの通知等（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 総括 文部科学省・学外からの通知等（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 総括 文部科学省・学外からの通知等（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 総括 文部科学省・学外からの通知等（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括
JICA ABEイニシアティブ「修士課程およびインターン
シップ」プログラム（平成29年）

学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 JSTさくらサイエンスプラン（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 総括
国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別
プログラム関係(平成30年度)

学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 総括 日本国際教育大学連合（JUCTe）関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 総括 JDS〔人材育成奨学計画〕（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2018年度 教育一般 総括
JICA ABEイニシアティブ「修士課程およびインターン
シップ」プログラム（平成30年）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括
預り金収支報告書（奨学金、留学生研修費）（平成30年
度）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 奨学金/留学生研修費　通帳払出（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 総括
国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別
プログラム関係(令和元年度)

学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 総括 日本国際教育大学連合（JUCTe）関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 総括 JDS〔人材育成奨学計画〕（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 総括
JICA ABEイニシアティブ「修士課程およびインターン
シップ」プログラム（平成3１年・令和元年）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 JSTさくらサイエンスプラン（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 総括
預り金収支報告書（奨学金、留学生研修費）（令和元年
度）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 奨学金/留学生研修費　通帳払出（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 学生証作成データ関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 メキシコとの国際協働技術者教育事業（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 総括 MJIIT（マレーシア日本国際工科院）関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 総括 日本国際教育大学連合（JUCTe）関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 総括
JICA ABEイニシアティブ「修士課程およびインターン
シップ」プログラム（令和２年度）

学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 JSTさくらサイエンスプラン（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 総括
預り金収支報告書（奨学金、留学生研修費）（令和２年
度）

学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 奨学金/留学生研修費　通帳払出（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 総括 学生証作成データ関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 情報処理センター関係（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 メキシコとの国際協働技術者教育事業（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 総括 日本国際教育大学連合（JUCTe）関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2021年度 教育一般 総括 教務委員会（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 令和３年度　卓越大学院プログラム 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 令和３年度　卓越大学院プログラム運営委員会 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括
ｅラーニング高等教育連携（ｅＨＥＬＰ）全体会議関係
（令和3年度）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 ＴＯＥＩＣ－ＩＰ　ＴＥＳＴ(令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 電子媒体 共有サーバ内 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 シニアテクニカルアドバイザー（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 その他綴り、調査関係等（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 各種文科省その他地区等会議関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 教育活動表彰（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 語学センター関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 高大連携関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 匠陵・特別講演会（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括
数理・データサイエンス教育研究センター関係（令和3年
度）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 予算関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 電子媒体 共有サーバ内 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 共通教育センター関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 教育方法開発センター関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 戦略的技術者育成アドバンストコース（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 入学前教育（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 教務関係調査回答（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 卒業式関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 入学式関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 非常勤講師業務関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 非常勤講師授業計画書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2021年度 教育一般 総括 非常勤講師集中講義実施計画書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 文科省・学外からの通知等（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 修士課程（平成25年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成25年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成25年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 第1学年（平成25年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 第3学年（平成25年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成25年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成24年度） 学務部入試課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 修士課程（平成26年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成26年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成26年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 第1学年（平成26年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 第3学年（平成26年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成26年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成25年度） 学務部入試課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 修士課程（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 第1学年（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 第3学年（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成27年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄
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2014年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成26年度） 学務部入試課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 修士課程（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 第1学年（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 第3学年（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成28年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成27年度） 学務部入試課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 修士課程（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 第1学年（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 第3学年（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成29年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成28年度） 学務部入試課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 修士課程（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 第1学年（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 第3学年（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄
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2017年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成30年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成29年度） 学務部入試課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 教育一般 入試
高校進路指導・理科担当教員のための最先端技術見学会
（平成29年度）

学務部入試課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 第1学年（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 第3学年（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 修士課程（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 博士後期課程（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 専門職学位課程（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（平成31年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 入試情報開示（平成30年度） 学務部入試課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試
高校進路指導・理科担当教員のための最先端技術見学会
（平成30年度）

学務部入試課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 第1学年（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 第3学年（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 修士課程（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 博士後期課程（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 専門職学位課程（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 大学入試センター試験（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 入試情報開示（令和元年度） 学務部入試課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 第1学年（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 第3学年（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 修士課程（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄
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2020年度 教育一般 入試 博士後期課程（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 大学入学共通テスト（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 入試情報開示（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 新型コロナウイルス対応関係（令和2年度） 学務部入試課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦者判定資料（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 オープンキャンパス（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2018年度 教育一般 入試 オープンキャンパス（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2019年度 教育一般 入試 オープンキャンパス（平成31/令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2020年度 教育一般 入試 オープンキャンパス（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 大学戦略課事務室
大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2021年度 教育一般 入試 オープンキャンパス（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課企画・広報室事務
室

大学戦略課企画・広報室
長

廃棄

2017年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（平成29年度） 機械創造工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（平成30年度） 機械創造工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和元年度） 機械創造工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（令和元年度） 機械創造工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和2年度） 機械創造工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（令和2年度） 機械創造工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦者判定資料（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄
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2021年度 教育一般 入試 大学院推薦者判定資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 実務訓練関係書類（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2017年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦者判定資料（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 入試答案（大学院入試）（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2020年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 3年 2024/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦推薦者判定資料（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学院推薦基準（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 3年 2025/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 第1学年（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 第3学年（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 修士課程（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 博士後期課程（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 ５年一貫制博士課程（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 大学入学共通テスト（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 入試情報開示（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄

2021年度 教育一般 入試 新型コロナウイルス対応関係（令和3年度） 入試課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 入試課 入試課長 廃棄
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2017年度 教育一般 教育課程 JABEE関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 補習教育関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 再試験・追試験関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程
授業内容と各種能力の修得度自己評価アンケート（平成
29年度）

学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置希望書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置実施計画書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
23年度）

学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
24年度）

学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2013年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
25年度）

学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
26年度）

学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
27年度）

学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
28年度）

学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 教育実習関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程
教員免許状更新講習コンソーシアム新潟関係（平成29年
度）

学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
29年度）

学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 教育実習関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程
教員免許状更新講習コンソーシアム新潟関係（平成30年
度）

学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2018年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
30年度）

学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 教職課程（再）課程認定申請関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 補習教育関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 再試験・追試験関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程
授業内容と各種能力の修得度自己評価アンケート（平成
30年度）

学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置希望書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置実施計画書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 補習教育関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 教育実習関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程
教員免許状更新講習コンソーシアム新潟関係（令和元年
度）

学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（令和
元年度）

学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 既修得単位認定関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 教育課程改訂表（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 教育課程改訂表（大学院）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 再試験・追試験関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 在学生に係る授業科目変更届（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 在学生に係る授業科目変更届（大学院）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程
授業内容と各種能力の修得度自己評価アンケート（令和
元年度）

学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2019年度 教育一般 教育課程 大学院学生研究題目報告書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置希望書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置実施計画書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 補習教育関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 教育実習関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程
教員免許状更新講習コンソーシアム新潟関係（令和2年
度）

学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（令和2
年度）

学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 既修得単位認定関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 教育課程改訂表（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 教育課程改訂表（大学院）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 再試験・追試験関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 在学生に係る授業科目変更届（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 在学生に係る授業科目変更届（大学院）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程
授業内容と各種能力の修得度自己評価アンケート（令和2
年度）

学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 大学院学生研究題目報告書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程
大学院工学研究科研究計画書（兼研究指導計画書）（令
和2年度）

学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置希望書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置実施計画書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2021年度 教育一般 教育課程 教育実習関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 教育職員免許状申請関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 教育職員免許法改正通知（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程
教員免許状更新講習コンソーシアム新潟関係（令和3年
度）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 教員免許状授与関係改正通知（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 教職課程認定申請関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 補習教育関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 既修得単位認定関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 教育課程改訂表（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 教育課程改訂表（大学院）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 再試験・追試験関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 在学生に係る授業科目変更届（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 在学生に係る授業科目変更届（大学院）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 授業・ガイダンス（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程
授業内容と各種能力の修得度自己評価アンケート（令和3
年度）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 大学院学生研究題目報告書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 大学院学生指導教員一覧（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置希望書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程 大学院教育方法の特例措置実施計画書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 教育課程
大学院工学研究科研究計画書（兼研究指導計画書）（令
和3年度）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2011年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成23年
度）

学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成24年
度）

学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成25年
度）

学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2013年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成26年
度）

学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成27年
度）

学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2016年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成28年
度）

学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 修士課程学位申請書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成29年
度）

学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 修士課程論文内容の要旨（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 住民票記載事項証明書（大学院）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 学位授与名簿（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 修士課程学位申請書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2018年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成30年
度）

学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 修士課程論文内容の要旨（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 住民票記載事項証明書（大学院）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 学位授与報告・論文送付等（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 学位授与名簿（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 修士課程学位申請書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（令和元年
度）

学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 修士課程論文内容の要旨（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 住民票記載事項証明書（大学院）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2020年度 教育一般 学位 学位授与報告・論文送付等（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 学位授与名簿（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 修士課程学位申請書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 修士課程論文内容の要旨（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 住民票・住民票記載事項証明書（大学院）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 学位
ダルムシュタット工科大学とのジョイントディグリー・
プログラム（平成24年度）

学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 学位
ダルムシュタット工科大学とのジョイントディグリー・
プログラム（平成25年度）

学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 学位 ダブルディグリー・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 学位 課程博士論文審査関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（修士）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 学位記発行台帳（博士　甲乙）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 学位授与報告・論文送付等（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 学位授与名簿（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 修士課程学位申請書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 修士課程論文内容の要旨（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 住民票・住民票記載事項証明書（大学院）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 進級・卒業・修了認定関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 博士学位授与関係教授会閲覧資料（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学位 論文博士論文審査関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 課程配属（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 課程配属（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2013年度 教育一般 学籍 課程配属（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 課程配属（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 課程配属（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 課程配属（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2016年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 9月入学者入学手続関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 課程配属（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 学籍異動（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 学籍異動（大学院）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 住民票記載事項証明書（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 成績・卒業証明書（大学院）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 成績証明書（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 誓約書（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 誓約書（大学院）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 卒業証明書（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 入学許可関係（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 入学許可関係（大学院）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 入学手続の手引き作成関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 入学手続受付簿関係（学部）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 入学手続受付簿関係（大学院）（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成23年度1学期） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成23年度2・3学期） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2011年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成24年度1学期） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄
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2012年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成24年度2・3学期） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成25年度1学期） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成25年度2・3学期） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 成績原簿（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 成績原簿（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成26年度1学期） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成26年度2・3学期） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 成績原簿（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成27年度1学期） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成26年度2・3学期） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 成績原簿（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成28年度1学期） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成28年度2・3学期） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 学生証作成票（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿
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保存期間
満了時の
措置

備考

2017年度 教育一般 学籍 再履修科目届（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 時間割表（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 成績原簿（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成29年度1学期） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成29年度2・3学期） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（平成29年度1
学期）

学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 履修案内及び授業科目概要（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 履修情報（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 9月入学者入学手続関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 課程配属（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 学籍異動（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 住民票記載事項証明書（学部）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 成績・卒業証明書（大学院）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 成績証明書（学部）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 誓約書（学部）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 誓約書（大学院）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 卒業証明書（学部）（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 入学許可関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 入学手続の手引き作成関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 入学手続受付簿関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 学生基本事項マスタ（平成24年度～） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄
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2018年度 教育一般 学籍 学生証作成票（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 教職員マスタ（平成24年度～） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 時間割表（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 科目情報マスタ（平成24年度～） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 成績マスタ（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 成績原簿（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成30年度1学期） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 成績報告票（平成30年度2・3学期） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（平成29年度
2・3学期）

学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（平成30年度1
学期）

総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（平成30年度
2・3学期）

総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 履修案内（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 シラバス（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 シラバス（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 シラバス（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学籍 シラバス（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 シラバス（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 シラバス（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 シラバス（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 履修情報（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2012年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2015年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学籍 学籍簿（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 9月入学者入学手続関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 課程配属（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 学籍異動（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 住民票記載事項証明書（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 成績・卒業証明書（大学院）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 成績証明書（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 卒業証明書（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 誓約書（学部）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 誓約書（大学院）（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 入学許可関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 入学手続の手引き作成関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 入学手続受付簿関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 履修案内（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 成績評価異議申立て関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 シラバス（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 学生証作成票（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 学籍簿（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 時間割表（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄
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2019年度 教育一般 学籍 成績マスタ（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 成績原簿（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 成績報告票（令和元年度1学期） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 成績報告票（令和元年度2・3学期） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（令和元年度1
学期）

総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（令和元年度
2・3学期）

総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学籍 履修情報（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 9月入学者入学手続関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 課程配属（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 学籍異動（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 住民票・住民票記載事項証明書（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績・卒業証明書（大学院）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績証明書（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績評価異議申立て関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 誓約書（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 誓約書（大学院）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 卒業証明書（学部）（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 入学許可関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 入学手続の手引き作成関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 入学手続受付簿関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 履修案内（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 シラバス（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄
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2020年度 教育一般 学籍 学生証作成票（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 学籍簿（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 時間割表（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績マスタ（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績原簿（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績報告票（令和2年度1学期） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 成績報告票（令和2年度2・3学期） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（令和2年度1
学期）

学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（令和2年度
2・3学期）

学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学籍 履修情報（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2017年度 教育一般 学籍
グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラ
ム（平成29年度）

学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 学籍
グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラ
ム（平成30年度）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 学籍
グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラ
ム（令和元年度）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 学籍 9月入学者入学手続関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 シラバス（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 課程配属（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 学生現員表（月毎）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 学生証作成票（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 学籍異動（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 学籍簿（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 時間割表（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 住民票・住民票記載事項証明書（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 証明書発行台帳（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学籍 成績・卒業証明書（大学院）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 成績マスタ（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 成績原簿（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 成績証明書（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 成績評価異議申立て関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 成績報告票（令和3年度1学期） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 成績報告票（令和3年度2・3学期） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 誓約書（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 誓約書（大学院）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 卒業証明書（学部）（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（令和3年度1
学期）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍
他課程・他専攻科目履修票等履修申告関係（令和3年度
2・3学期）

学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 入学許可関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 入学手続の手引き作成関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 入学手続受付簿関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 履修案内（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 学籍 履修情報（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 非正規生 研究生（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 非正規生
ショートステイ・ショートビジットプログラム（平成24
年度）

学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 非正規生 研究生(平成24年度) 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・奨学金制度(平成24年度) 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2013年度 教育一般 非正規生
ショートステイ・ショートビジットプログラム（平成25
年度）

学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 非正規生 研究生(平成25年度) 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・奨学金制度(平成25年度) 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 非正規生 研究生(平成26年度) 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 非正規生 研究生(平成27年度) 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 非正規生 研究生(平成28年度) 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 非正規生 研究生(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 非正規生 研究生(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 非正規生 研究生（令和元年度) 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 非正規生 海外留学支援制度（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 非正規生 研究生（令和２年度) 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 非正規生 特別聴講学生・特別研究学生（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 学生生活 学生指導研究会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 学生記録票（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 学生委員会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 新入生オリエンテーション（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修現金出納簿（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 事故報告書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 学生生活ガイドブック（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 学生指導研究会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 学生記録票（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 学生委員会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 新入生オリエンテーション（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修現金出納簿（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 事故報告書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 学生生活ガイドブック（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等関係書類（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 インターナショナルロッジ関係書類（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等諸経費現金収支簿（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生生活 学生なんでも相談窓口（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等関係書類（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 インターナショナルロッジ関係書類（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等諸経費現金収支簿（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

184/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2018年度 教育一般 学生生活 学生なんでも相談窓口（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 学生委員会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 学生記録票（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 学生生活ガイドブック（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 事故報告書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 オリエンテーション・ガイダンス（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修現金出納簿（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等関係書類（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 インターナショナルロッジ関係書類（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等諸経費現金収支簿（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生生活 学生なんでも相談窓口（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 学生委員会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 学生記録票（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 学生生活ガイドブック（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 事故報告書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 オリエンテーション・ガイダンス（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修現金出納簿（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等関係書類（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等諸経費現金収支簿（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 学生なんでも相談窓口（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 学生委員会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学生生活 学生記録票（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 学生生活ガイドブック（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 事故報告書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 オリエンテーション・ガイダンス（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 新入生合宿研修現金出納簿（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等関係書類（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 学生宿舎等諸経費現金収支簿（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 学生なんでも相談窓口（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学習サポーター制度（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学習サポーター制度（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学習サポーター制度（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学習サポーター制度（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育一般 学生支援 学生表彰（平成27年度） 学務部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 学生支援 学生の処分（平成27年度） 学務部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 学生支援 学生懲戒調査委員会（平成27年度） 学務部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 学生支援 学生表彰（平成28年度） 学務部学生支援課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 学生支援 学生の処分（平成28年度） 学務部学生支援課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 学生支援 学生懲戒調査委員会（平成28年度） 学務部学生支援課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 放置自転車・バイク（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学生団体継続願（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学生団体事業報告書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 サークルリーダー研修会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 学生支援 学生行事実施文書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 長岡祭大民踊流し（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 技大祭（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 関東甲信越大学体育大会関係（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 技大通信（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 卒業・修了祝賀会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学生表彰（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学生の処分（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学生懲戒調査委員会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 放置自転車・バイク（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生団体継続願（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生団体事業報告書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 サークルリーダー研修会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生行事実施文書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 長岡祭大民踊流し（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 技大祭（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 関東甲信越大学体育大会関係（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 技大通信（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 卒業・修了祝賀会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生表彰（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生の処分（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生懲戒調査委員会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 一般定期健康診断実施状況（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援
学生教育研究災害傷害保険等収支簿兼現金出納簿（平成
29年度）

学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 健康診断（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 下宿貸間組合関係（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室会議（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 一般定期健康診断実施状況（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援
学生教育研究災害傷害保険等収支簿兼現金出納簿（平成
30年度）

学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 健康診断（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 下宿貸間組合関係（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室会議（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 大学基金奨学金申込書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 一年入学・表彰者特待生選考資料（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 各種育英団体奨学生申込書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学割証交付願（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31
個別業務システ
ム

学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 債権発生等通知（前・後期、入学料）（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 実習用定期乗車券発売申請書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除申請提出書類（前・後期）（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 通学定期乗車券用身分証明書発行台帳（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構奨学生申込書（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構返還免除選考表（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 入学料免除等申請提出書類（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 大学基金奨学金申込書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 一年入学・表彰者特待生選考資料（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 各種育英団体奨学生申込書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学割証交付願（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31
個別業務システ
ム

学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 債権発生等通知（前・後期、入学料）（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 実習用定期乗車券発売申請書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 授業料免除申請提出書類（前・後期）（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 通学定期乗車券用身分証明書発行台帳（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構奨学生申込書（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構返還免除選考表（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 入学料免除等申請提出書類（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 2018求人のための大学案内(平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 就職状況一覧（平成29年4月） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 文部科学省等からの通知(平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 調査・回答 (平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 就職ガイダンス・セミナーほか(平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 学内合同企業説明会(平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 職安への月次報告及び職業紹介事業報告（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 職安　進路・就職相談（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 就職・進学内定（決定）届(平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 学生支援 家庭教師登録票(平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 就職委員会（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 短期インターシップ（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 学生支援 ミスマッチ解消プロジェクト（平成29年度） 学務部学生支援課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 2019求人のための大学案内(平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 就職状況一覧（平成30年4月） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 文部科学省等からの通知(平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 調査・回答 (平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 就職ガイダンス・セミナーほか(平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 学内合同企業説明会(平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 職安への月次報告及び職業紹介事業報告（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 職安　進路・就職相談（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 就職・進学内定（決定）届(平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 家庭教師登録票(平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 就職委員会（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 短期インターシップ（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 ミスマッチ解消プロジェクト（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 卒業生に対しての就職支援（平成30年度） 学務部学生支援課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 2020求人のための大学案内(令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 就職状況一覧（令和元年4月） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 文部科学省等からの通知(令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 調査・回答 (令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 就職ガイダンス・セミナーほか(令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2019年度 教育一般 学生支援 学内合同企業説明会(令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 個別企業説明会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 職安への月次報告及び職業紹介事業報告（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 職安　進路・就職相談（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 就職・進学内定（決定）届(令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 家庭教師登録票(令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 就職委員会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 短期インターシップ（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 ミスマッチ解消プロジェクト（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 卒業生に対しての就職支援（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 経営改革推進事業（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 サークルリーダー研修会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学生の処分（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学生団体継続願（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学生団体事業報告書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学生表彰（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 関東甲信越大学体育大会関係（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 技大祭（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 学生支援 技大通信（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 卒業・修了祝賀会（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 長岡祭大民踊流し（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 放置自転車・バイク（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学割証交付願（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31
個別業務システ
ム

学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄
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2019年度 教育一般 学生支援 実習用定期乗車券発売申請書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 通学定期乗車券用身分証明書発行台帳（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 一般定期健康診断実施状況（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援
学生教育研究災害傷害保険等収支簿兼現金出納簿（令和
元年度）

学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 健康診断（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 下宿貸間組合関係（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室会議（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 大学基金奨学金申込書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 一年入学・表彰者特待生選考資料（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 各種育英団体奨学生申込書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 債権発生等通知（前・後期、入学料）（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 授業料免除申請提出書類（前・後期）（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構奨学生申込書（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構返還免除選考表（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 入学料免除等申請提出書類（令和元年度） 学務部学生支援課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 サークルリーダー研修会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学生の処分（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学生団体継続願（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学生団体事業報告書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学生表彰（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2020年度 教育一般 学生支援 関東甲信越大学体育大会関係（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 技大祭（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 技大通信（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 卒業・修了祝賀会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 長岡祭大民踊流し（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 放置自転車・バイク（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学割証交付願（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
個別業務システ
ム

学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 実習用定期乗車券発売申請書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 通学定期乗車券用身分証明書発行台帳（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 新型コロナ感染症対応（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 一般定期健康診断実施状況（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31
電子媒体（サー
バ）

保健室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援
学生教育研究災害傷害保険等収支簿兼現金出納簿（令和2
年度）

学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 健康診断（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 下宿貸間組合関係（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室会議（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 大学基金奨学金申込書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 一年入学・表彰者特待生選考資料（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 各種育英団体奨学生申込書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 債権発生等通知（前・後期、入学料）（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除申請提出書類（前・後期）（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄
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2020年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構奨学生申込書（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構返還免除選考表（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 入学料免除等申請提出書類（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援
学びの継続のための学生支援緊急給付金申請提出書類
（令和2年度）

学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援
長岡技術科学大学緊急支援奨学金申請提出書類（令和2年
度）

学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 2021求人のための大学案内(令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 就職状況一覧（令和2年4月） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 文部科学省等からの通知(令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 調査・回答 (令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 就職ガイダンス・セミナーほか(令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 合同企業研究会(令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 個別企業説明会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 職安への月次報告及び職業紹介事業報告（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 職安　進路・就職相談（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 就職・進学内定（決定）届(令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 家庭教師登録票(令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 就職委員会（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 短期インターシップ（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 ミスマッチ解消プロジェクト（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 卒業生に対しての就職支援（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 経営改革推進事業（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 各専攻就職ガイダンス（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 就職管理支援システム関係（令和2年度） 学務部学生支援課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学生支援 サークルリーダー研修会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生の処分（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生団体設立許可願（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生団体継続願（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生団体事業報告書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生表彰（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 関東甲信越大学体育大会関係（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 技大祭（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 技大通信（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 卒業・修了祝賀会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 長岡祭大民踊流し（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 放置自転車・バイク（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学割証交付願（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
個別業務システ
ム

学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 実習用定期乗車券発売申請書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 通学定期乗車券用身分証明書発行台帳（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 新型コロナ感染症対応（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 教育振興会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 草津セミナーハウス（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 一般定期健康診断実施状況（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31
電子媒体（サー
バ）

保健室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援
学生教育研究災害傷害保険等収支簿兼現金出納簿（令和3
年度）

学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 健康診断（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 障がい学生支援室会議（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 情報ネットワーク利用申込書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 調査等綴 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 自動車保管場所使用承諾証明書 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 退去関係書類 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 入居関係書類 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 債権管理簿 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学生宿舎等諸経費現金収支簿 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 購入依頼書 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 大学基金奨学金申込書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 一年入学・表彰者特待生選考資料（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 各種育英団体奨学生申込書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 債権発生等通知（前・後期、入学料）（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除申請提出書類（前・後期）（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構奨学生申込書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構返還免除選考表（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 入学料免除等申請提出書類（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援
学生等の学びを継続するための緊急給付金申請提出書類
（令和3年度）

学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構異動願等（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構関係綴（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援
日本学生支援機構奨学金（適格認定、判定等資料）（令
和3年度）

学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援
日本学生支援機構新給付奨学金（通学形態変更届兼自宅
外通学証明書送付状）（令和３年度）

学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構新規採用者返還誓約書 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構リレー口座加入申込書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 日本学生支援機構返還免除推薦書その他（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 入学料、前期授業料延納願（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 大学基金奨学金特例一時金（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 修学支援制度機関要件更新確認申請（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課文書庫 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 2022求人のための大学案内(令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 就職状況一覧（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 文部科学省等からの通知(令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 調査・回答（学内） (令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 調査・回答（学外） (令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 就職ガイダンス・セミナーほか(令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 合同企業研究会(令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 合同企業研究会請求書(令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学内個別企業説明会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 職安への月次報告及び職業紹介事業報告（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 職安　進路・就職相談（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 家庭教師登録票(令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 就職委員会（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 短期インターシップ参加届兼保険証明書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 短期インターシップ申請・覚書等（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 ミスマッチ解消プロジェクト（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 卒業生・修了生就職支援登録票（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学生支援 経営改革推進事業産学連携フォーラム関係（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 各専攻就職ガイダンス（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 就職管理支援システム関係（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 チャレンジ（就職特集号）（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 就職関係図書（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 就業状況アンケート調査（令和3年度） 学生支援課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学習サポーター制度（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 チューター関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 ホームステイ（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 マレーシア政府派遣制度（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 むつみ会（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生
外国人留学生等実施見学旅行・スキー研修（令和３年
度）

国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 各種証明書発行関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 学習奨励費関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 国費留学生給与（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 在留期間更新関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 在留資格認定証明書関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 在留資格変更関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 資格外活動許可申請関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 地域交流事業関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書（令和３年度第２回) 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書（令和４年度第１回) 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生ガイダンス（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生ガイドブック（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生の下宿等賃貸契約連帯保証制度（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 国際交流同好会〔NUTISA〕（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生現況届（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生住宅総合補償（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生宿舎関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 留学生等交流懇談会（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 新潟県国際交流協会（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生
外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険（令和３
年度）

国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生
SDGプロフェッショナルコース奨学金　在籍確認簿、支出
依頼（令和３年度）

国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生
ABEイニシアティブ奨学金　在籍確認簿、支出依頼（令和
３年度）

国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成24
年度）

学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生 ダナン大学ツイニング・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生 タマサートジョイント・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生特別コース(平成24年度) 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2013年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成25
年度）

学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 ダナン大学ツイニング・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 タマサートジョイント・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生特別コース(平成25年度) 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成26
年度）

学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生 ダナン大学ツイニング・プログラム（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生特別コース(平成26年度) 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成27
年度）

学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成28
年度）

学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成29
年度）

学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生 ダナン大学ツイニング・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 ダナン大学ツイニング・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 ダナン大学ツイニング・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2015年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生特別コース(平成27年度) 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生特別コース(平成28年度) 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生特別コース(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般 留学生 NASSYE（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 NASSYE（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生
ツイニング・プログラム夏期集中プログラム（平成29年
度）

学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生
平成29年度国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置
を行う特別プログラム関係

学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生 平成29年度学長戦略経費（留学生教育支援等充実経費） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

1982年度 教育一般 留学生 累積留学生名簿 教務部学務課長 1983/04/01 常用 9999/01/01 共有サーバ内 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成24年度) 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2012年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2012年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成25年度) 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成26年度) 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成27年度) 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成28年度) 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 チューター関係(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 ホームステイ(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 日本語基礎コース(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般 留学生
外国人留学生等実施見学旅行・スキー研修（平成29年
度）

学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 留学生 留学生等交流懇談会(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 学習奨励費関係(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 各種奨学金(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書(平成29年度第２回) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書(平成30年度第１回) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 地域交流事業関係(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生インターンシップ（平成29年） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 国費留学生給与(平成29年度) 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 在留資格認定証明書交付関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 在留期間更新関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 資格外活動許可申請関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 在留資格変更関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 各種証明書発行関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 留学生ガイドブック（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 留学生宿舎関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 留学生の下宿等賃貸契約連帯保証制度（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 留学生住宅総合補償（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 SDGプロフェッショナルコース(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 ダナン工科大学ツイニング・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 SDGプロフェッショナルコース奨学金（平成30年度～） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2018年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（平成30
年度）

学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生
学長戦略経費（留学生教育支援等充実経費）(平成30年
度)

学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 NASSYE（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生
メキシコツイニング・プログラム夏期集中プログラム
（平成30年度）

学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生
ベトナム・中国ツイニング・プログラム夏期集中プログ
ラム（平成30年度）

学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 JSTさくらサイエンスプラン（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 チューター関係(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 ホームステイ(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生
外国人留学生等実施見学旅行・スキー研修（平成30年
度）

学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 各種奨学金(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 各種証明書発行関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 学習奨励費関係(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 国費留学生給与(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 在留期間更新関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 在留資格認定証明書交付関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 在留資格変更関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2018年度 教育一般 留学生 資格外活動許可申請関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 大学院社会人留学生インターンシップ（平成30年） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 地域交流事業関係(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 日本語基礎コース(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書(平成30年度第２回) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書(平成31年度第１回) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生ガイドブック（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生の下宿等賃貸契約連帯保証制度（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生現況届（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生住宅総合補償（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生宿舎関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 留学生 留学生等交流懇談会(平成30年度) 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 グアナファト大学付属高専プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 SDGプロフェッショナルコース（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（令和元
年度）

学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 ダナン工科大学ツイニング・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生
学長戦略経費（留学生教育支援等充実経費）（令和元年
度）

学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2019年度 教育一般 留学生 NASSYE（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生
メキシコツイニング・プログラム夏期集中プログラム
（令和元年度）

学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生
ベトナム・中国ツイニング・プログラム夏期集中プログ
ラム（令和元年度）

学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 チューター関係(令和元年度) 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 ホームステイ(令和元年度) 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(令和元年度) 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 むつみ会(令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生
外国人留学生等実施見学旅行・スキー研修（令和元年
度）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 各種奨学金（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 各種証明書発行関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 学習奨励費関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 国費留学生給与（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 在留期間更新関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 在留資格認定証明書交付関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 在留資格変更関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 資格外活動許可申請関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生
大学院社会人留学生インターンシップ（平成31年・令和
元年）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 地域交流事業関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 日本語基礎コース（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書（令和元年度第２回) 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書（令和２年度第１回) 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生ガイダンス（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2019年度 教育一般 留学生 留学生ガイドブック（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生の下宿等賃貸契約連帯保証制度（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生会〔NUTISA〕（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生現況届（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生住宅総合補償（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生宿舎関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 留学生等交流懇談会（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生 新潟県国際交流協会（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 留学生
外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険（令和元
年度）

学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 SDGプロフェッショナルコース（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（令和２
年度）

学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 ダナン工科大学ツイニング・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 JDS〔人材育成奨学計画〕（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 NASSYE（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生
メキシコツイニング・プログラム夏期集中プログラム
（令和２年度）

学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 チューター関係(令和２年度) 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 ホームステイ(令和２年度) 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2020年度 教育一般 留学生 マレイシア政府派遣制度(令和２年度) 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 むつみ会(令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生
外国人留学生等実施見学旅行・スキー研修（令和２年
度）

学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 各種証明書発行関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 学習奨励費関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 国費外国人留学生〔受入等〕（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 国費留学生給与（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 在留期間更新関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 在留資格認定証明書交付関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 在留資格変更関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 資格外活動許可申請関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 レジデンストラック誓約書（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 地域交流事業関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 日本語基礎コース（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 日本語研修コース（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書（令和２年度第２回) 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 民間団体奨学金登録申請書（令和３年度第１回) 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生ガイダンス（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生ガイドブック（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生の下宿等賃貸契約連帯保証制度（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生会〔NUTISA〕（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生現況届（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

208/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2020年度 教育一般 留学生 留学生個人ファイル（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生住宅総合補償（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生宿舎関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 留学生等交流懇談会（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生 新潟県国際交流協会（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 留学生
外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険（令和２
年度）

学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 留学生 SDGプロフェッショナルコース（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 ハノイ工科大学ツイニング・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生
ホーチミン市工科大学ツイニング・プログラム（令和３
年度）

国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 ダナン工科大学ツイニング・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 マレーシアツイニング・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 メキシコツイニング・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 モンゴルツイニング・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 鄭州大学ツイニング・プログラム（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 JDS〔人材育成奨学計画〕（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 JSTさくらサイエンスプラン（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 日本語基礎コース（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育一般 留学生 日本語研修コース（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2013年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2015年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2016年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 卒業生 海外同窓会(平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 学生支援課事務室 学生支援課長 廃棄

2014年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～インド～（平成26年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～インド～（平成27年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～インド～（平成28年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～インド～（平成29年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～メキシコ～（平成27年度） 学務部国際課長 2020/04/01
5年（事業終
了後）

2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～メキシコ～（平成28年度） 学務部国際課長 2020/04/01
5年（事業終
了後）

2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～メキシコ～（平成29年度） 学務部国際課長 2020/04/01
5年（事業終
了後）

2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～インド～（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～メキシコ～（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～インド～（令和元年度） 学務部国際課長 2019/04/01
5年（事業終
了後）

2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～メキシコ～（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01
5年（事業終
了後）

2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育一般
大学教育改革支
援

大学の世界展開力強化事業～メキシコ～（令和２年度） 学務部国際課長 2020/04/01
5年（事業終
了後）

2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2004年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成16年度） 総務部施設管理課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2005年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成17年度） 総務部施設管理課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2006年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成18年度） 総務部施設管理課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2007年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成19年度） 総務部施設管理課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2008年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成20年度） 総務部施設管理課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2009年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成21年度） 総務部施設管理課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2010年度
総務部施設
管理課

調査・報告 施設実態調査表（平成22年度） 総務部施設管理課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2004年度
総務部施設
管理課

電気設備工事 NTT関係書類（平成16年度） 総務部施設管理課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2005年度
総務部施設
管理課

電気設備工事 NTT関係書類（平成17年度） 総務部施設管理課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄
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2006年度
総務部施設
管理課

電気設備工事 NTT関係書類（平成18年度） 総務部施設管理課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2007年度
総務部施設
管理課

電気設備工事 NTT関係書類（平成19年度） 総務部施設管理課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 施設課事務室 施設課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

閲覧業務関係 入室者・入館者記録 学務部学術情報課長 2009/04/01 常用 9999/01/01
個別業務システ
ム

総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

会計 高専コンソーシアム契約関係（平成18年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

会計 高専コンソーシアム契約関係（平成19年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

会計 高専コンソーシアム契約関係（平成20年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2009年度
学務部学術
情報課

会計 高専コンソーシアム契約関係（平成21年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2010年度
学務部学術
情報課

会計 高専コンソーシアム契約関係（平成22年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

会計 図書原簿 学務部学術情報課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

図書館業務システムサーバ 総合情報課長 廃棄

1998年度
学務部学術
情報課

図書館資料 国立情報学研究所登録申請 教務部図書課長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

図書館資料 蔵書統計 学務部学術情報課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

図書館業務システムサーバ 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

図書館資料 利用統計 教務部図書課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

図書館業務システムサーバ 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成15年度） 教務部図書課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成16年度） 教務部図書課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成17年度） 学務部学術情報課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成18年度） 学務部学術情報課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成19年度） 学務部学術情報課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成20年度） 学務部学術情報課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2009年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成21年度） 学務部学術情報課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2010年度
学務部学術
情報課

総務 学内規程等（平成22年度） 学務部学術情報課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2002年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（平成14年度） 教務部図書課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（平成15年度） 教務部図書課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（2004年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（2007年） 学務部学術情報課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（2008年） 学務部学術情報課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度
学務部学術
情報課

電子媒体 ACSライセンス契約伺（2014年） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIAA Journalライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2002年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（平成14年度） 教務部図書課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（平成15年度） 教務部図書課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2004年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2006年） 学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2007年） 学務部学術情報課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2008年） 学務部学術情報課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2009年） 学務部学術情報課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2009年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2010年） 学務部学術情報課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2010年度
学務部学術
情報課

電子媒体 AIP/APSライセンス契約伺（2011年） 学務部学術情報課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 American Ceramic Societyライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体
AVS（American Vacuum Society）ライセンス契約伺
（2004年）

教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 IEEE All-Socityライセンス契約伺（2004年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 IEEE All-Socityライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 MathSciNetライセンス契約伺（2004年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 MathSciNetライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体 MathSciNetライセンス契約伺（2006年） 学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Methods in Enzymologyライセンス契約伺（平成16年度） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Natureライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Natureライセンス契約伺（2006年） 学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Natureライセンス契約伺（2007年） 学務部学術情報課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Natureライセンス契約伺（2009年） 学務部学術情報課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

電子媒体
Optics Inforbase（OSA）ライセンス契約伺（平成15年
度）

教務部図書課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2002年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SciFinder Scholarライセンス契約伺（平成14年度） 教務部図書課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SpringerLinkライセンス契約伺（2006年） 学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SpringerLinkライセンス契約伺（2007年） 学務部学術情報課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SpringerLinkライセンス契約伺（2008年） 学務部学術情報課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SpringerLinkライセンス契約伺（2009年） 学務部学術情報課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2009年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SpringerLinkライセンス契約伺（2010年） 学務部学術情報課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2010年度
学務部学術
情報課

電子媒体 SpringerLinkライセンス契約伺（2011年） 学務部学術情報課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（平成15年度） 教務部図書課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2004年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2005年） 教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2006年） 学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2007年） 学務部学術情報課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2008年） 学務部学術情報課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2009年） 学務部学術情報課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2009年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2010年） 学務部学術情報課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2010年度
学務部学術
情報課

電子媒体 Wileyライセンス契約伺（2011年） 学務部学術情報課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

1999年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクト（SD-21）ライセンス契約伺（平
成11年度）

教務部図書課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2001年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクト（SD-21）ライセンス契約伺（平
成13年度）

教務部図書課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2002年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成14年
度）

教務部図書課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2003年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成15年
度）

教務部図書課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2004年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成16年
度）

教務部図書課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成17年
度）

学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2006年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成18年
度）

学務部学術情報課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2007年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成19年
度）

学務部学術情報課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2008年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成20年
度）

学務部学術情報課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2009年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成21年
度）

学務部学術情報課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2010年度
学務部学術
情報課

電子媒体
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成22年
度）

学務部学術情報課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2005年度
学務部学術
情報課

電子媒体 スコーパスライセンス契約伺（平成17年度） 学務部学術情報課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理関係（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理関係（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理関係（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成28年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 核燃料物質（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 国際規制物質（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2012年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成24年度）

総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括
放射性同位元素等に関する文部科学省等からの照会・回
答関係（平成24年度）

総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
24年度）

総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括
放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書（平
成24年度）

総務部研究推進課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成24年度） 総務部研究推進課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 核燃料物質（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 国際規制物質（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成25年度）

総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括
放射性同位元素等に関する文部科学省等からの照会・回
答関係（平成25年度）

総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
25年度）

総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括
放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書（平
成25年度）

総務部研究推進課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成25年度） 総務部研究推進課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 核燃料物質（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2014年度 研究一般 総括 国際規制物質（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成26年度）

総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括
放射性同位元素等に関する文部科学省等からの照会・回
答関係（平成26年度）

総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
26年度）

総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括
放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書（平
成26年度）

総務部研究推進課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成26年度） 総務部研究推進課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 核燃料物質（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 核燃料物質（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 国際規制物質（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成27年度）

総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 国際規制物質（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括
放射性同位元素等に関する文部科学省等からの照会・回
答関係（平成27年度）

総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成28年度）

総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
27年度）

総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括
放射性同位元素等に関する文部科学省等からの照会・回
答関係（平成28年度）

総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2015年度 研究一般 総括
放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書（平
成27年度）

総務部研究推進課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
28年度）

総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括
放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書（平
成28年度）

総務部研究推進課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成27年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成28年度） 総務部研究推進課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成28年度） 総務部研究推進課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 債権発生通知書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 研究支援者等雇用申請書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 共同研究・共同利用承諾書等（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 （総務省）科学技術基本調査（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 H29年度薬品保管預かり書（入庫）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 ReaD&Researchmap関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 アイソトープ注文書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 エックス線装置の設置等届出（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
遺伝子組換え実験等に関する文科省等からの通知・通達
等（平成29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 核燃料物質（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 環境用モニタ測定値報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 危険物関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2017年度 研究一般 総括 危険物施設立入検査（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 危険物取扱者試験及び保安講習案内（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 基盤的設備関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 教育訓練（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 向精神薬試験研究施設届出関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 国際規制物質（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 生物遺伝資源　提供・寄託関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
大学等放射線施設協議会等からの照会・回答（平成29年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 特別健康診断（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
文部科学省等からの照会・回答関係　共同利用・共同研
究関係（平成29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
放射性同位元素等に関する文部科学省等からの照会・回
答関係（平成29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
放射線・エックス線業務従事者登録申請書（平成29年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 放射線・エックス線業務従事者名簿（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 放射線関係研修・講演会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 放射線業務従事者登録申請書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
29年度）

総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 臨床研究に関する倫理指針改正等（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 エックス線装置定期検査（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2017年度 研究一般 総括 放射線教育訓練受講者名簿（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 H29年度薬品保管預かり書（出庫）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 エックス線装置使用者登録申請書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 （総務省）科学技術基本調査（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 薬品保管預かり書（入庫）(平成30年度)
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 ReaD&Researchmap関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 アイソトープ注文書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 エックス線装置の設置等届出（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括
遺伝子組換え実験等に関する文科省等からの通知・通達
等（平成30年度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 環境用モニタ測定値報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 危険物施設立入検査（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 危険物取扱者試験及び保安講習案内（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 基盤的設備関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 教育訓練（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 向精神薬試験研究施設届出関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（平成30年度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 特別健康診断の実施に係る文書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括
放射線・エックス線業務従事者登録申請書（平成30年
度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2018年度 研究一般 総括 放射線・エックス線業務従事者名簿（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 放射線業務従事者登録申請書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（平成
30年度）

総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 臨床研究に関する倫理指針改正等（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 放射線教育訓練受講者名簿（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 薬品保管預かり書（出庫）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 エックス線装置使用者登録申請書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 債権発生通知書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 研究支援者等雇用申請書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 共同研究・共同利用承諾書等（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 共同研究経理報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 産学官連携アシスタント（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 総括 産学官連携研究員（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 エックス線装置の設置等届出（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 個人線量通知票（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 薬品履歴リスト（入庫）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2019年度 研究一般 総括 薬品履歴リスト（出庫）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 アイソトープ注文書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括
遺伝子組換え実験等に関する文科省等からの通知・通達
等（令和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 環境用モニタ測定値報告書（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 危険物取扱者試験及び保安講習案内（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 基盤的設備関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 向精神薬試験研究施設届出関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括
国際規制物資の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（令和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括
放射線業務従事者・エックス線装置使用者登録申請（令
和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 放射線・エックス線業務従事者名簿（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括
放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内（令和
元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括
放射線・エックス線業務従事者教育訓練受講者名簿（令
和元年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 個人線量管理票・報告書（平成31年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括
人を対象とする研究に関する文科省等からの通知・通達
等（平成31年度）

総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 放射線取扱主任者選任・解任関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 債権発生通知書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 研究支援者等雇用申請書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 共同研究・共同利用承諾書等（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 共同研究経理報告書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 産学官連携アシスタント（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 総括 産学官連携研究員（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 薬品履歴リスト（入庫）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 薬品履歴リスト（出庫）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 アイソトープ注文書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括
遺伝子組換え実験等に関する文科省等からの通知・通達
等（令和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 危険物取扱者試験及び保安講習案内（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 基盤的設備関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 向精神薬試験研究施設届出関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括
国際規制物質の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（令和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括
放射線業務従事者・エックス線装置使用者登録申請（令
和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 放射線・エックス線業務従事者名簿（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括
放射線・エックス線業務従事者教育訓練受講者名簿（令
和2年度）

総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 個人線量管理表・報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 環境線量測定報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 債権発生通知書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 研究支援者等雇用申請書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 共同研究・共同利用承諾書等（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 共同研究経理報告書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 総括 産学官連携アシスタント（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 研究一般 総括 産学官連携研究員（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 債権発生通知書（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 研究支援者等雇用申請書（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 共同研究・共同利用承諾書等（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 共同研究経理報告書（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 産学官連携アシスタント（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 産学官連携研究員（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 学長戦略経費（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 研究戦略本部関係（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 核燃料物質管理報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 放射線管理状況報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 安全保障輸出管理の事前チェックリスト（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 薬品履歴リスト（入庫）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 薬品履歴リスト（出庫）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括
遺伝子組換え実験等に関する文科省等からの通知・通達
等（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 危険物取扱者試験及び保安講習案内（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 基盤的設備関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 健康診断結果報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 向精神薬試験研究施設届出関係（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括
国際規制物質の使用に関する申請・報告の記載要領説明
会資料（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括
人を対象とする研究等に関する文科省等からの通知・通
達等（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括
動物実験等に関する文科省等からの通知・通達等（令和
３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括
放射線業務従事者・エックス線装置使用者登録申請（令
和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2021年度 研究一般 総括 放射線安全委員会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括
放射線業務従事者・エックス線装置使用者教育訓練受講
者名簿（令和３年度）

研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 個人線量算定値報告書・管理票（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 個人線量測定値報告書・管理票（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 他機関からの線量報告書 研究・地域連携課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 本学からの被ばく証明書 研究・地域連携課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 リサーチアシスタント 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 エックス線装置の設置等届出 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 放射線取扱主任者に係る定期講習会等の受講案内 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 総括 環境線量測定報告書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 総括 日本学術振興会（平成30年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 総括 日本学術振興会（平成31年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 総括 日本学術振興会〔令和２年度事業申請〕（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 総括 日本学術振興会〔令和３年度事業申請〕（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 総括 学長戦略的経費による研究助成（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 総括 学長戦略経費（高専との共同研究）（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 総括 学長戦略経費（高専との共同研究）（令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 総括 学長戦略経費（高専との共同研究）（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 総括 学長戦略経費（高専との共同研究）（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 総括 日本学術振興会〔令和４年度事業申請〕（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費計画調書　分担者承諾書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費交付申請書・支払請求書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費実績報告書（平成28年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費成果報告書（平成28年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費特別研究員奨励費（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（配分）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（受領）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費奨励研究関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（配分）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（受領）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費奨励研究関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（受領）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費奨励研究関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

卓越研究員事業（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科学技術人材育成費補助金（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

卓越研究員事業（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科学技術人材育成費補助金（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費計画調書　分担者承諾書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費交付申請書・支払請求書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費実績報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費成果報告書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費特別研究員奨励費（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（配分）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費計画調書　分担者承諾書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費交付申請書・支払請求書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費実績報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費成果報告書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費特別研究員奨励費（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（配分）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費計画調書　分担者承諾書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費交付申請書・支払請求書（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費実績報告書(令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費成果報告書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費特別研究員奨励費（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（配分）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（受領）（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費奨励研究関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費関係（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費計画調書（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費交付申請書・支払請求書（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費実績報告書(令和2年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費成果報告書（令和2年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（配分）（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科研費分担金（受領）（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

卓越研究員事業（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2021年度 研究一般
科学研究費補助
金等

科学技術人材育成費補助金（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 外部資金 寄附金（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 外部資金 競争的資金関係（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 外部資金 研究助成（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 外部資金 受託研究（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 寄附金（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 競争的資金関係（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 研究助成（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 受託研究（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 共同研究（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 国際共同研究（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 外部資金 技術開発センタープロジェクト（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 寄附金（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 競争的資金関係（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 研究助成（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 受託研究（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 共同研究（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 国際共同研究（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 技術開発センタープロジェクト（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 寄附金（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 競争的資金関係（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 研究助成（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 受託研究（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2020年度 研究一般 外部資金 共同研究（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 国際共同研究（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 技術開発センタープロジェクト（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 経営改革補助金（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 寄附金（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 競争的資金関係（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 研究助成（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 受託研究（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 共同研究（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 国際共同研究（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 技術開発センタープロジェクト（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 経営改革補助金（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 外部資金 日本学術振興会〔採択事業〕（令和元年度） 学務部国際課長 未定
5年（事業終
了後）

7777/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 外部資金 日本学術振興会〔採択事業〕（令和２年度） 学務部国際課長 未定
5年（事業終
了後）

7777/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 外部資金 日本学術振興会〔採択事業〕（令和３年度） 国際課長 未定
5年（事業終
了後）

7777/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2011年度 研究一般 知的財産権 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成23年度）
総務部産学・地域連携
課長

2012/04/01 30年 2042/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2011年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成23年度）
総務部産学・地域連携
課長

2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2011年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成23年度）
総務部産学・地域連携
課長

2012/04/01 30年 2042/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2011年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成23年度）
総務部産学・地域連携
課長

2012/04/01 30年 2042/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2011年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成23年度）
総務部産学・地域連携
課長

2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 知的財産権 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 30年 2043/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 30年 2043/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2012年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 30年 2043/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2012年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成24年度）
総務部産学・地域連携
課長

2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 知的財産権 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 30年 2044/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 30年 2044/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 30年 2044/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2013年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成25年度）
総務部産学・地域連携
課長

2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 知的財産権 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 30年 2045/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 30年 2045/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 30年 2045/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2014年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成26年度）
総務部産学・地域連携
課長

2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 知的財産権 外国出願（ＪＳＴ申請等）（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 30年 2046/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 30年 2046/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 30年 2046/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2015年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成27年度）
総務部産学・地域連携
課長

2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 30年 2047/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 30年 2047/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2016年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成28年度）
総務部産学・地域連携
課長

2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 30年 2047/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 30年 2047/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2017年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 30年 2047/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 30年 2047/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 知的財産権 補償金（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 知的財産権 技大生パテントコンテスト（平成29年度実施）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 30年 2048/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 30年 2049/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 30年 2049/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 知的財産権 補償金（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 30年 2049/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 30年 2050/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 30年 2050/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 知的財産権 補償金（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（令和２年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（令和２年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 30年 2051/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（令和２年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 30年 2051/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（令和２年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 30年 2051/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 知的財産権 補償金（令和２年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 知的財産権 技術相談対応票（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 知的財産権 知的財産評価専門部会（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 知的財産権 特許出願（帰属決定・譲渡・出願等）（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 共有サーバ内 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 知的財産権 発明届出書（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 30年 2052/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄
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2021年度 研究一般 知的財産権 補償金（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 研究者の受入 日本学術振興会特別研究員（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 研究者の受入 研究協力者依頼申請（平成29年度）
総務部研究・地域連携
課長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 研究者の受入 研究協力者依頼申請（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2018年度 研究一般 研究者の受入 日本学術振興会特別研究員（平成30年度）
総務部研究・地域連携
課長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 研究者の受入 研究協力者依頼申請（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2019年度 研究一般 研究者の受入 日本学術振興会特別研究員（令和元年度）
総務部研究・地域連携
課長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 研究者の受入 研究協力者依頼申請（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2020年度 研究一般 研究者の受入 日本学術振興会特別研究員（令和2年度）
総務部研究・地域連携
課長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 研究者の受入 日本学術振興会特別研究員（令和3年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2021年度 研究一般 研究者の受入 研究協力者依頼申請（令和３年度） 研究・地域連携課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 研究・地域連携課事務室 研究・地域連携課長 廃棄

2017年度 研究一般 研究者の受入 外国人研究者（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 研究者の受入 外国人受託研修員（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 研究者の受入 外国人研究者（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 研究者の受入 外国人受託研修員（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 研究者の受入 外国人研究者（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 研究者の受入 外国人研究者（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 研究者の受入 外国人研究者（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 研究集会等
高等専門学校・長岡技術科学大学教員研究交流集会（平
成29年度）

総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 研究集会等
高等専門学校・長岡技術科学大学教員交流研究集会（平
成30年度）

総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 研究集会等
高等専門学校・長岡技術科学大学教員交流研究集会（令
和元年度）

総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 研究集会等
高等専門学校・長岡技術科学大学教員交流研究集会（令
和２年度）

総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 研究集会等
高等専門学校・長岡技術科学大学教員交流研究集会（令
和３年度）

大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2012年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 国際交流 記念品関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2012年度 研究一般 国際交流 環太平洋拠点プロジェクト（平成24年度） 学務部国際課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2013年度 研究一般 国際交流 環太平洋拠点プロジェクト（平成25年度） 学務部国際課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2014年度 研究一般 国際交流 環太平洋拠点プロジェクト（平成26年度） 学務部国際課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 国際交流 JICA派遣国際協力事業（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2016年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成28年度） 学務部国際課長 2017/04/01 10年 2027/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 10年 2028/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2015年度 研究一般 国際交流 環太平洋拠点プロジェクト（平成27年度） 学務部国際課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 研究一般 国際交流 国際交流関係（平成29年度） 学務部国際課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 国際交流 記念品関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 国際交流 名誉博士授与(平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 常用 9999/01/01 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 10年 2029/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 研究一般 国際交流 国際交流関係（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄
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2018年度 研究一般 国際交流 JICA派遣国際協力事業（平成30年度） 学務部国際課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 国際交流 記念品関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 10年 2030/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 国際交流 国際交流関係（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 研究一般 国際交流 JICA派遣国際協力事業（令和元年度） 学務部国際課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 10年 2031/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 国際交流 国際交流関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 国際交流 新潟ベトナム協会関係（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 研究一般 国際交流 JICA派遣国際協力事業（令和２年度） 学務部国際課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 国際交流 学術交流協定実績報告書（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31
紙、共有サーバ
内

大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 国際交流 国際学術交流協定（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 国際交流 国際交流関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 国際交流 新潟ベトナム協会関係（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 研究一般 国際交流 JICA派遣国際協力事業（令和３年度） 国際課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2005年度
学務部学務
課

その他教務 課程配属（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

その他教務 課程配属（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

その他教務 課程配属（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

その他教務 課程配属（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

その他教務 課程配属（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

その他教務 課程配属（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度
学務部学務
課

その他教務 JABEE修了証書発行台帳（平成16～令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2005年度
学務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
17年度）

学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
18年度）

学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
19年度）

学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
20年度）

学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
21年度）

学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
22年度）

学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2007年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

235/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2009年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度
学務部学務
課

教務 成績原簿（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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起算日 保存期間
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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

2008年度
学務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 履修案内及び授業科目概要（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 履修案内及び授業科目概要（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 履修案内及び授業科目概要（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 履修案内及び授業科目概要（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 履修案内及び授業科目概要（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 共有サーバ内 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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保存期間
満了時の
措置

備考

2008年度
学務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 成績マスタ（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 成績マスタ（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成18年度1学期） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成18年度2・3学期） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 成績マスタ（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成19年度1学期） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成19年度2・3学期） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 成績マスタ（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成20年度1学期） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成20年度2・3学期） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 成績マスタ（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成21年度1学期） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成21年度2・3学期） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 成績マスタ（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成22年度1学期） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 成績報告票（平成22年度2・3学期） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2007年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成17年
度）

学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成18年
度）

学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
学務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成19年
度）

学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
学務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2008年度
学務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成20年
度）

学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
学務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成21年
度）

学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
学務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成22年
度）

学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
学務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

総務 開学30周年記念事業（学務課所掌関係） 学務部学務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2005年度
学務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成17年度） 学務部学務課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1979年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（昭和54～63年度） 学務部学務課長 1980/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（昭和60～平成6年度） 学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成 1～8年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
4～10年度）

学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成 7～12年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成 9～12年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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1999年度
教務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
11・12年度）

学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
13年度）

学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
14年度）

学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
15年度）

学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

その他教務 教育職員免許法改正通知（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

その他教務 教員免許状授与関係改正通知（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

その他教務
認定課程に係る教科（教職）に関する科目の変更（平成
16年度）

学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1988年度
教務部学務
課

その他教務 課程配属（昭和63～平成12年度） 学務部学務課長 1989/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

その他教務 課程配属（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

その他教務 課程配属（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

その他教務 課程配属（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

その他教務 課程配属（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1980年度
教務部学務
課

その他教務 一級建築士受験資格認定申請書 学務部学務課長 1981/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

その他教務 電気主任技術者学校認定申請関係 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

その他教務
電気通信主任技術者及び工事担任者資格学校認定申請関
係

学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

その他教務 測量士・測量士補の資格認定申請書 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

その他教務 建設機械施工管理技術検定受験資格認定申請書 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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1997年度
教務部学務
課

その他教務 無線従事者資格申請関係 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

その他教務 技術検定資格認定申請書 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1979年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（昭和54～59年度） 学務部学務課長 1980/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1979年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（昭和54～59年度） 学務部学務課長 1980/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（昭和60・61年度） 学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（昭和60・61年度） 学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1987年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（昭和62年度） 学務部学務課長 1988/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1987年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（昭和62年度） 学務部学務課長 1988/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1988年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（昭和63年度） 学務部学務課長 1989/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1988年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（昭和63年度） 学務部学務課長 1989/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 1年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（平成 1年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1990年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 2年度） 学務部学務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1990年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（平成 2年度） 学務部学務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 3年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（平成 3年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 4年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（平成 4年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 5年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（平成 5年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 6年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教育交流 聴講生関係（平成 6年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成 7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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1995年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成 7～12年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成 8年度） 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 8年度） 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成 9年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成 9年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成10年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成10年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教育交流 科目等履修生成績報告書（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2004年度
教務部学務
課

教育交流 研究生関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
教務部学務
課

教育交流 オーダーメイド工学教育プログラム（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
教務部学務
課

教育交流 オーダーメイド工学教育プログラム（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
教務部学務
課

教育交流 オーダーメイド工学教育プログラム（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度
教務部学務
課

教務 父母等懇談会（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度
教務部学務
課

教務 父母等懇談会（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度
教務部学務
課

教務 父母等懇談会（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1979年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（昭和54年度～昭和60年度） 学務部学務課長 1980/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（昭和56年度～平成4年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1986年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（昭和61年度～平成6年度） 学務部学務課長 1987/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1986年度
教務部学務
課

教務
学位記発行台帳（博士　甲乙）（昭和61年度～平成12年
度）

学務部学務課長 1987/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成 5年度～平成12年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成 6年度～平成12年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（学部）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2004年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（修士）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 学位記発行台帳（博士　甲乙）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 成績原簿（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 成績原簿（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 成績原簿（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 成績原簿（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1982年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和57年度） 学務部学務課長 1983/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1982年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和57年度） 学務部学務課長 1983/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1983年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和58年度） 学務部学務課長 1984/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1983年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和58年度） 学務部学務課長 1984/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1984年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和59年度） 学務部学務課長 1985/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1984年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和59年度） 学務部学務課長 1985/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和60年度） 学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和60年度） 学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1986年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和61年度） 学務部学務課長 1987/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1986年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和61年度） 学務部学務課長 1987/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1987年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和62年度） 学務部学務課長 1988/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1987年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和62年度） 学務部学務課長 1988/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1988年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（昭和63年度） 学務部学務課長 1989/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1988年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（昭和63年度） 学務部学務課長 1989/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 1年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 1年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1990年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 2年度） 学務部学務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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1990年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 2年度） 学務部学務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成 3年度～平成9年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 3年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 3年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 4年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 4年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 5年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 5年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 6年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 6年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 8年度） 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 8年度） 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成 9年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成 9年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成10年度～平成12年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成10年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成10年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄
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2001年度
教務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 学生現員表（月毎）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（学部）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 学籍異動（大学院）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

教務 学生基本事項マスタ（昭和56～平成12年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

教務 累積学生名簿（昭和56～平成12年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学生基本事項マスタ（平成13年度～平成23年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 累積学生名簿（平成13年度～平成23年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務 大学院学生指導教官一覧（平成 6年度～平成12年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 大学院学生指導教官一覧（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 大学院学生指導教官一覧（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 大学院学生指導教官一覧（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 大学院学生指導教員一覧（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

教務 開講科目マスタ（昭和56～平成12年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

教務 教官マスタ（昭和56～平成12年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄
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1981年度
教務部学務
課

教務 授業科目マスタ（昭和56～平成12年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 開講科目マスタ（平成13年度～平成23年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 教官マスタ（平成13年度～平成23年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 授業科目マスタ（平成13年度～平成23年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

1979年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（昭和54年度～昭和59年度） 学務部学務課長 1980/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1985年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（昭和60～平成 3年度） 学務部学務課長 1986/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成 4年度～平成12年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 進級・卒業・修了認定関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1981年度
教務部学務
課

教務 成績マスタ（昭和56～平成12年度） 学務部学務課長 1982/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 成績マスタ（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 成績マスタ（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 成績マスタ（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 成績マスタ（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01
個別業務システ
ム

事務局電算機室 学務課長 廃棄

1978年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（昭和53年度～平成12年度） 学務部学務課長 1979/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1980年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（昭和55年度～平成12年度） 学務部学務課長 1981/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2003年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（学部）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 入学許可関係（大学院）（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1987年度
教務部学務
課

教務 学位授与名簿（昭和62年度～平成12年度） 学務部学務課長 1988/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

1988年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（昭和63年度） 学務部学務課長 1989/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 1年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1989年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 1年度） 学務部学務課長 1990/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1990年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 2年度） 学務部学務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1990年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 2年度） 学務部学務課長 1991/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 3年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1991年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 3年度） 学務部学務課長 1992/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 4年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成 4年度
～平成12年度）

学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 4年度） 学務部学務課長 1993/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 5年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成 5年
度）

学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1993年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 5年度） 学務部学務課長 1994/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 6年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成 6年
度）

学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1994年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 6年度） 学務部学務課長 1995/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成 7年
度）

学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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1996年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 8年度） 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成 8年
度）

学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 8年度） 学務部学務課長 1997/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成 9年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成 9年
度）

学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1997年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成 9年度） 学務部学務課長 1998/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成10年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成10年
度）

学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1998年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成10年度） 学務部学務課長 1999/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教務
博士学位授与関係大学院工学委員会閲覧資料（平成11年
度）

学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成13年
度）

学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成14年
度）

学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2002年度
教務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成15年
度）

学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 課程博士論文審査関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 学位授与名簿（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課金庫 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務
修士課程論文審査及び最終試験の結果報告（平成16年
度）

学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 博士学位授与関係教授会閲覧資料（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

教務 論文博士論文審査関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1995年度
教務部学務
課

事業 免許法認定講習・単位修得証明書関係 学務部学務課長 1996/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1992年度
教務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成 4～7年度） 学務部学務課長 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1996年度
教務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成 8～12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

総務 学則改正関係（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

1999年度
教務部学務
課

総務 法令等改正関係（平成11年度） 学務部学務課長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

総務 学則改正関係（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2000年度
教務部学務
課

総務 法令等改正関係（平成12年度） 学務部学務課長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

総務 学則改正関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2001年度
教務部学務
課

総務 法令等改正関係（平成13年度） 学務部学務課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

総務 学則改正関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2002年度
教務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2002年度
教務部学務
課

総務 法令等改正関係（平成14年度） 学務部学務課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

総務 学則改正関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2003年度
教務部学務
課

総務 法令等改正関係（平成15年度） 学務部学務課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

総務 学則改正関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

総務 規則の制定・改正報告（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2004年度
教務部学務
課

総務 法令等改正関係（平成16年度） 学務部学務課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2006年度
教務部学務
課

総務 規則等の制定・改正報告（平成18年度） 学務部学務課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2007年度
教務部学務
課

総務 規則等の制定・改正報告（平成19年度） 学務部学務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2008年度
教務部学務
課

総務 規則等の制定・改正報告（平成20年度） 学務部学務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2009年度
教務部学務
課

総務 規則等の制定・改正報告（平成21年度） 学務部学務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2010年度
教務部学務
課

総務 規則等の制定・改正報告（平成22年度） 学務部学務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 ACS契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 ACS契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 図書 資料契約 AIP/APSライセンス契約伺（2012年） 学務部学術情報課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 図書 資料契約 AIPライセンス契約伺(2017） 学務部学術情報課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 AIPライセンス契約伺(2018） 総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 AIPライセンス契約伺(2019） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 AIP契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 AIP契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 APSライセンス契約伺(2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 APS契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2018年度 図書 資料契約 APS契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 IEEE All-Socity契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 IEEE All-Socity契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 IEEE-ASPPライセンス契約伺（2014年） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 IEEE-ASPPライセンス契約伺（2016年） 学務部学術情報課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 JDreamIIIの利用（平成28～29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01
契約終了後5
年

2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 JDreamIIIの利用（平成30～33年度） 総務部学術情報課長 2019/04/01
契約終了後5
年

2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 JDreamIIIの利用（平成31年度） 総務部学術情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 MathSciNetライセンス契約伺（2015年） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 Methods in Enzymologyライセンス契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 Methods in Enzymologyライセンス契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 Natureライセンス契約伺（2015年） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 Nature契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 Nature契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 SciFinder（Academic）契約伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 SciFinder（Academic）契約伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 図書 資料契約 SpringerLinkライセンス契約伺（2012年） 学務部学術情報課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 図書 資料契約 SpringerLinkライセンス契約伺（2013年） 学務部学術情報課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 図書 資料契約 SpringerLinkライセンス契約伺（2014年） 学務部学術情報課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 SpringerLinkライセンス契約伺（2015年） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 SpringerLinkライセンス契約伺（2016年） 学務部学術情報課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 SpringerLink契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 SpringerLink契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

253/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2018年度 図書 資料契約 Springer/Natureライセンス契約伺（2018年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 Springer/Natureライセンス契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 Web of Science契約伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 Web of Science契約伺（平成30年度） 総務部学術情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 Wiley契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 Wiley契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2012年） 学務部学術情報課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2013年） 学務部学術情報課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2014年） 学務部学術情報課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2015年） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2016年） 学務部学術情報課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2017年） 学務部学術情報課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 Wileyライセンス契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成23年
度）

学務部学術情報課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成24年
度）

学務部学術情報課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成25年
度）

学務部学術情報課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成26年
度）

学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成27年
度）

学務部学術情報課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成28年
度）

学務部学術情報課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成29年
度）

総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約
サイエンス・ダイレクトライセンス契約伺（平成30年
度）

総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 サイエンス・ダイレクト契約伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2018年度 図書 資料契約 サイエンス・ダイレクト契約伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 図書 資料契約 スコーパスライセンス契約伺（平成24～26年度） 学務部学術情報課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 スコーパスライセンス契約伺（平成27～29年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 スコーパスライセンス契約伺（平成30～32年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 スコーパス契約伺（平成27～29年度） 学務部学術情報課長 2018/04/01
契約終了後5
年

2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 スコーパス契約伺（平成30～32年度） 総務部学術情報課長 2021/04/01
契約終了後5
年

2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 外国雑誌（冊子）契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 外国雑誌（冊子）契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 資料契約 雑誌（冊子）関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 資料契約 雑誌（冊子）関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 資料契約 雑誌（冊子）関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 外国雑誌（電子）契約伺（2018年） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 外国雑誌（電子）契約伺（2019年） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2011年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成23年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2012年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成24年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成25年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成26年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成27年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成28年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成29年度） 学務部学術情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成30年度） 総務部総合情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2021年度 図書 資料契約 高専コンソーシアム契約関係（令和3年度） 総合情報課長 未定
契約終了後5
年

7777/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 図書館情報交流集会関係（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 図書館情報交流集会関係（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 資料契約 図書館情報交流集会関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 図書 資料契約
電子ジャーナル・データベースライセンス契約伺（平成
28年度）

学務部学術情報課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約
電子ジャーナル・データベースライセンス契約伺（平成
29年度）

総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約
電子ジャーナル・データベースライセンス契約伺（平成
30年度）

総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 資料契約 電子ジャーナル等ライセンス契約伺（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 資料契約 電子ジャーナル等ライセンス契約伺（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 資料契約 電子ジャーナル等ライセンス契約伺（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 電子ジャーナルバックファイルライセンス契約伺 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 電子ジャーナルバックファイル契約伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 図書 資料契約 電子ブックライセンス契約伺（平成25年度） 学務部学術情報課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2014年度 図書 資料契約 電子ブックライセンス契約伺（平成26年度） 学務部学術情報課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2015年度 図書 資料契約 電子ブックライセンス契約伺（平成27年度） 学務部学術情報課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2016年度 図書 資料契約 電子ブックライセンス契約伺（平成28年度） 学務部学術情報課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 資料契約 電子ブックライセンス契約伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 資料契約 電子ブックライセンス契約伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 資料契約 電子ジャーナル等契約伺（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 資料契約 電子ジャーナル等契約伺（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 資料契約 電子ジャーナル等契約伺（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 受入 寄附受入れ伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 受入 寄附受入れ伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2019年度 図書 受入 寄附受入れ伺（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 受入 寄附受入れ伺（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 受入 寄附受入れ伺（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 受入 図書館選定分図書購入伺（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 受入 図書館選定分図書購入伺（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 受入 図書館備え付け希望図書申込書（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 受入 図書館備え付け希望図書申込書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 受入 紛失・弁償関係決裁（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 受入 紛失・弁償関係決裁（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 受入 図書業務関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 受入 図書業務関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 受入 図書業務関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 受入 学術情報リポジトリ登録許諾書（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 受入 学術情報リポジトリ登録許諾書（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 受入 学術情報リポジトリ登録許諾（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 利用サービス Library Current News作成決裁（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 利用サービス Library Current News作成決裁（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 利用サービス Library Current News作成（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 利用サービス Library Current News作成（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 利用サービス Library Current News作成（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 利用サービス 閲覧業務関連原議書（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 利用サービス 閲覧業務関連原議書（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 利用サービス 閲覧業務関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄
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2020年度 図書 利用サービス 閲覧業務関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 利用サービス 閲覧業務関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 利用サービス
学外者図書館利用願（利用証発行申請書）（平成29年
度）

総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 利用サービス
学外者図書館利用願（利用証発行申請書）（平成30年
度）

総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 利用サービス
学外者図書館利用願（利用証発行申請書）（平成31年
度）

総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 利用サービス 図書館利用申請関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 利用サービス 図書館利用申請関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2017年度 図書 利用サービス 図書館利用案内作成決裁（平成29年度） 総務部学術情報課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 利用サービス 図書館利用案内作成決裁（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 図書 利用サービス 利用案内類作成（令和元年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 図書 利用サービス 利用案内類作成（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 図書 利用サービス 利用案内類作成（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2018年度 図書 利用サービス 電子ジャーナル等利用案内作成決裁（平成30年度） 総務部総合情報課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育
成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事
業（平成25年度）

学務部学務課長 2014/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育
三機関が連携・協働した教育改革事業カリキュラム検討
部会（平成25年度）

学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育・研究 教育
三機関が連携・協働した教育改革事業カリキュラム検討
部会（平成26年度）

学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育・研究 教育
成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事
業（平成26年度）

学務部学務課長 2015/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育・研究 教育
三機関が連携・協働した教育改革事業カリキュラム検討
部会（平成27年度）

学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育・研究 教育
成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事
業（平成27年度）

学務部学務課長 2016/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育
三機関が連携・協働した教育改革事業カリキュラム検討
部会（平成28年度）

学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育
成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事
業（平成28年度）

学務部学務課長 2017/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育 原子力人材育成等推進費補助金（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01
5年（補助事
業終了後）

2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育
三機関が連携・協働した教育改革事業カリキュラム検討
部会（平成29年度）

学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2017年度 教育・研究 教育
専修学校による地域産業中核的人材養成事業（平成29年
度）

学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 原子力人材育成等推進費補助金（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01
5年（補助事
業終了後）

2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 科目等履修生成績報告書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学術交流協定に基づく学生の受入・派遣（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 実務訓練（インターンシップ）調査関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 実務訓練シンポジウム（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 実務訓練委員会（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 実務訓練引受書（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 実務訓練関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 単位互換関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

259/273



国立大学法人長岡技術科学大学 法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度

大分類 中分類 名称（小分類）
作成・取得者
（管理者）

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

2018年度 教育・研究 教育 原子力人材育成等推進費補助金（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01
5年（補助事
業終了後）

2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 オーダーメイド工学教育プログラム（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 オーダーメイド工学教育プログラム（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学術交流協定に基づく学生の受入・派遣（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 実務訓練（インターンシップ）調査関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 実務訓練シンポジウム（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 実務訓練委員会（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 実務訓練引受書（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 実務訓練関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 単位互換関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 原子力人材育成等推進費補助金（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01
5年（補助事
業終了後）

2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 オーダーメイド工学教育プログラム（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育
ティーチング・アシスタント勤務時間報告書（令和元年
度）

学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育
ティーチング・アシスタント採用申込書兼実施計画書
（令和元年度）

学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 ティーチング・アシスタント実施伺関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学術交流協定に基づく学生の受入・派遣（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 実務訓練（インターンシップ）調査関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 実務訓練シンポジウム（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 実務訓練委員会（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 実務訓練引受書（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 実務訓練関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2019年度 教育・研究 教育 単位互換関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 原子力人材育成等推進費補助金（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01
5年（補助事
業終了後）

2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 オーダーメイド工学教育プログラム（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育
ティーチング・アシスタント勤務時間報告書（令和2年
度）

学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育
ティーチング・アシスタント採用申込書兼実施計画書
（令和2年度）

学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 ティーチング・アシスタント実施伺関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学術交流協定に基づく学生の受入・派遣（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 実務訓練（インターンシップ）調査関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 実務訓練シンポジウム（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 実務訓練委員会（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 実務訓練引受書（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 実務訓練関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 単位互換関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学生実験レポートの書き方（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 研究室配属の基準・内規（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練関係書類（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 進路希望調査資料（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 課題研究（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 機械建設1号棟409会議室 機械系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2012年度 教育・研究 教育 博士論文（平成24年度） 物質・材料系長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育 博士論文（平成25年度） 物質・材料系長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄
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2014年度 教育・研究 教育 博士論文（平成26年度） 物質・材料系長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2015年度 教育・研究 教育 博士論文（平成27年度） 物質材料工学専攻長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育 博士論文（平成28年度） 物質材料工学専攻長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 課題研究（平成29年度） 物質材料工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度） 物質材料工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 修士論文（平成29年度） 物質材料工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 博士論文（平成29年度） 物質材料工学専攻長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 課題研究（平成30年度） 物質材料工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度） 物質材料工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 修士論文（平成30年度） 物質材料工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 博士論文（平成30年度） 物質材料工学専攻長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 高専訪問関連資料（平成30年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務局 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 修士論文（平成30年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 課題研究（平成30年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 TAの活動報告書（平成30年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育
第3学年編入生の本学入学以前の学習時間の調査（平成30
年度）

環境社会基盤工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（平成29年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学期末・実験レポート（平成29年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（平成30年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学期末・実験レポート（平成30年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄
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2017年度 教育・研究 教育 オープンハウスについて（平成29年度） 総務部大学戦略課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2018年度 教育・研究 教育 オープンハウス（平成30年度） 総務部大学戦略課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2019年度 教育・研究 教育 オープンハウス（令和元年度） 総務部大学戦略課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 オープンハウス（令和２年度） 総務部大学戦略課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 オープンハウス（令和３年度） 大学戦略課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
大学戦略課国際・地域・高専
連携戦略室事務室

大学戦略課国際・地域・
高専連携戦略室長

廃棄

2017年度 教育・研究 教育 課題研究（平成29年度） 機械創造工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 機械建設1号棟409会議室 機械創造工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度） 機械創造工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 課題研究（平成30年度） 機械創造工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 機械建設1号棟409会議室 機械創造工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度） 機械創造工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 課題研究（令和元年度） 機械創造工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 機械建設1号棟409会議室 機械創造工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度） 機械創造工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 課題研究（令和2年度） 機械創造工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 機械建設1号棟409会議室 機械創造工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度） 機械創造工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械創造工学専攻長 廃棄

2012年度 教育・研究 教育 博士論文（平成24年度） 電気系長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 電気電子情報工学専攻教員室 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育 博士論文（平成25年度） 電気系長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 電気電子情報工学専攻教員室 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2014年度 教育・研究 教育 博士論文（平成26年度） 電気系長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 電気電子情報工学専攻教員室 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 課題研究（平成29年度）
電気電子情報工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
電気電子情報工学専攻教員室
（各教員）

電気電子情報工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 課題研究（平成30年度）
電気電子情報工学専攻
長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
電気電子情報工学専攻教員室
（各教員）

電気電子情報工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 教室会議議事録等（令和元年度）
電気電子情報工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 専攻内役割分担表（令和元年度）
電気電子情報工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 教員選考関係資料（令和元年度）
電気電子情報工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙
電気電子情報系教員室（コー
ス世話人）

電気電子情報工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 課題研究（令和元年度）
電気電子情報工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
電気電子情報工学専攻教員室
（各教員）

電気電子情報工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 教室会議議事録等（令和2年度）
電気電子情報工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報工学専攻長 廃棄
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2020年度 教育・研究 教育 専攻内役割分担表（令和2年度）
電気電子情報工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 教員選考関係資料（令和2年度）
電気電子情報工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 紙
電気電子情報系教員室（コー
ス世話人）

電気電子情報工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 課題研究（令和2年度）
電気電子情報工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
電気電子情報工学専攻教員室
（各教員）

電気電子情報工学専攻長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 研究室安全点検関係書類（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 紙
電気電子情報系教員室（安全
衛生管理委員）

電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学生実験レポートの書き方（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 教室会議議事録等（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 専攻内役割分担表（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 教員選考関係資料（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 紙
電気電子情報系教員室（コー
ス世話人）

電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 課題研究（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
電気電子情報系教員室(各教
員）

電気電子情報系長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 課題研究（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 修士論文（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 博士論文（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 課題研究（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 修士論文（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 博士論文（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学生実験レポートの書き方（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 研究室配属の基準・内規（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 研究室配属判定資料（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 高専技科大交流集会書類（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄
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2021年度 教育・研究 教育 実務訓練関係書類（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 進路希望調査資料（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 課題研究（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 修士論文（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 博士論文（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 高専訪問関連資料（平成29年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 修士論文（平成29年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 課題研究（平成29年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 TAの活動報告書（平成29年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育
第3学年編入生の本学入学以前の学習時間の調査（平成29
年度）

環境社会基盤工学専攻
長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 専攻会議、教官会議議事録等（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 技大高専部会議事録（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 教務部会議事録（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 専攻内役割分担表（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 高専訪問関連資料（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務局 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 教員選考関係資料（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙 専攻長教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 修士論文（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 課題研究（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 TAの活動報告書（令和元年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育
第3学年編入生の本学入学以前の学習時間の調査（令和元
年度）

環境社会基盤工学専攻
長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 環境社会基盤工学専攻書庫 環境社会基盤工学専攻長 廃棄
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2020年度 教育・研究 教育 専攻会議、教官会議議事録等（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 技大高専部会議事録（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 教務部会議事録（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 専攻内役割分担表（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 高専訪問関連資料（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 事務局 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 教員選考関係資料（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31 紙 専攻長教員室 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 修士論文（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 課題研究（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 TAの活動報告書（令和2年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育
第3学年編入生の本学入学以前の学習時間の調査（令和2
年度）

環境社会基盤工学専攻
長

2021/04/01 5年 2026/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤工学専攻長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 専攻会議、教官会議議事録等（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 技大高専部会議事録（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 教務部会議事録（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 専攻内メール関係文書（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 専攻内役割分担表（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 高専訪問関連資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 事務局 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 教員選考関係資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 専攻長教員室 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練実施記録書類（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 進路希望調査資料（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 修士論文（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 課題研究（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄
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2021年度 教育・研究 教育 TAの活動報告書（令和3年度）
環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育
第3学年編入生の本学入学以前の学習時間の調査（令和3
年度）

環境社会基盤工学専攻
長

2022/04/01 5年 2027/03/31 サーバー内 サーバー 環境社会基盤系長 廃棄

2012年度 教育・研究 教育 博士論文（平成24年度） 生物系長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2013年度 教育・研究 教育 博士論文（平成25年度） 生物系長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2014年度 教育・研究 教育 博士論文（平成26年度） 生物系長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2015年度 教育・研究 教育 博士論文（平成27年度） 生物機能工学専攻長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2016年度 教育・研究 教育 博士論文（平成28年度） 生物機能工学専攻長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 課題研究（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 修士論文（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 博士論文（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 課題研究（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 修士論文（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 博士論文（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 課題研究（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 修士論文（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 博士論文（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 課題研究（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 修士論文（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 博士論文（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 10年 2031/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄
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2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学生実験レポートの書き方（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 研究室配属の基準・内規（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 研究室配属判定資料（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練関係書類（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 進路希望調査資料（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 課題研究（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 修士論文（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 博士論文（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 10年 2032/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2017年度 教育・研究 教育 修士論文（平成29年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 教育 修士論文（平成30年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 教育 修士論文（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 修士論文（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練関係書類（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 修士論文（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 修士論文（平成29年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄
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2018年度 教育・研究 教育 修士論文（平成30年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 教育 修士論文（令和元年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 修士論文（令和2年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 修士論文（令和3年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
原子力安全・システム安全棟
306サービスルーム

量子原子力系長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成29年度） システム安全専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（平成30年度） システム安全専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度） システム安全専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度） システム安全専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全専攻長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度） システム安全専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 システム安全専攻教員室 システム安全系長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（平成29年度） 基盤共通教育部長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2017年度 教育・研究 教育 学期末実験レポート（平成29年度） 基盤共通教育部長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（平成30年度） 基盤共通教育部長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2018年度 教育・研究 教育 学期末実験レポート（平成30年度） 基盤共通教育部長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（令和元年度） 基盤共通教育部長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学期末実験レポート（令和元年度） 基盤共通教育部長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（令和2年度） 基盤共通教育部長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学期末実験レポート（令和2年度） 基盤共通教育部長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度） 基盤共通教育部長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（令和3年度） 基盤共通教育部長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育系長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学期末実験レポート（令和3年度） 基盤共通教育部長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育系長 廃棄

2019年度 教育・研究 教育 専攻会議、教員会議事録等（令和元年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2020/04/01 3年 2023/03/31 共有サーバー
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和元年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（令和元年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄
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2019年度 教育・研究 教育 学期末・実験レポート（令和元年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 専攻会議、教員会議事録等（令和2年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2021/04/01 3年 2024/03/31 共有サーバー
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和2年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（令和2年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育 学期末・実験レポート（令和2年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
専攻長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ガイダンス資料（令和3年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2022/04/01 1年 2023/03/31 共有サーバー
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
系長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 専攻会議、教員会議事録等（令和3年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2022/04/01 3年 2025/03/31 共有サーバー
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
系長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学年末・中間試験問題（令和3年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
系長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学期末・中間試験問題・答案・レポート（令和3年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
系長

廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学期末・実験レポート（令和3年度）
技術科学イノベーショ
ン専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
技術科学イノベーション専攻
教員室

技術科学イノベーション
系長

廃棄

2020年度 教育・研究 教育
原子力人材育成等推進費補助金：機関連携強化による未
来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築（令和2年
度）

学務課長 2021/04/01
5年（補助事
業終了後）

7777/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育
原子力人材育成等推進費補助金：機関連携強化による未
来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築（令和3年
度）

学務課長 2022/04/01
5年（補助事
業終了後）

7777/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 オーダーメイド工学教育プログラム（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 他大学大学院学生募集関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育
ティーチング・アシスタント勤務時間報告書（令和3年
度）

学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育
ティーチング・アシスタント採用申込書兼実施計画書
（令和3年度）

学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 ティーチング・アシスタント実施伺関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 3年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 科目等履修生関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 学術交流協定に基づく学生の受入・派遣（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練（インターンシップ）調査関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練シンポジウム（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練委員会（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 実務訓練引受書（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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2021年度 教育・研究 教育 実務訓練関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育 単位互換関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育
原子力人材育成等推進費補助金：技術的専門性を要する
社会課題の解決に寄与する実践的人材の育成（令和3年
度）

学務課長 2022/04/01
5年（補助事
業終了後）

7777/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 教育
原子力人材育成等推進費補助金：“新潟モデル”による
高専から大学院までの教育体制構築（令和3年度）

学務課長 2022/04/01
5年（補助事
業終了後）

7777/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2011年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成23年度） 学務部学務課長 2012/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2012年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成24年度） 学務部学務課長 2013/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2013年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成25年度） 学務部学務課長 2014/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2014年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成26年度） 学務部学務課長 2015/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2015年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成27年度） 学務部学務課長 2016/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2016年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成28年度） 学務部学務課長 2017/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 特別研究学生関係（平成29年度） 学務部学務課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 研究生関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 特別研究学生関係（平成30年度） 学務部学務課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 研究生関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 特別研究学生関係（令和元年度） 学務部学務課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 研究生関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 特別研究学生関係（令和2年度） 学務部学務課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 実験機器利用記録（令和3年度） 機械創造工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 機械創造工学専攻教員室 機械系長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（平成29年度） 物質材料工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成29年度） 物質材料工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（平成30年度） 物質材料工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成30年度） 物質材料工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄
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2019年度 教育・研究 研究 Transactions on GIGAKU関係（平成31年度） 総務部総合情報課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 Transactions on GIGAKU関係（令和2年度） 総務部総合情報課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 Transactions on GIGAKU関係（令和3年度） 総合情報課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 総合情報課事務室 総合情報課長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 大学院推薦基準（令和元年度）
電気電子情報工学専攻
長

2020/04/01 3年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 大学院推薦基準（令和2年度）
電気電子情報工学専攻
長

2021/04/01 3年 2024/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報工学専攻長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 研究室等使用状況（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 大学院推薦者判定資料（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 1年 2023/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 大学院推薦基準（令和3年度）
電気電子情報工学専攻
長

2022/04/01 3年 2025/03/31
電気電子情報系
サーバ

電気電子情報系サーバー 電気電子情報系長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和元年度） 物質材料工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和2年度） 物質材料工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 物質材料工学専攻教員室 物質材料工学専攻長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 実験機器利用記録（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 1年 2023/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和3年度） 物質材料工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成29年度） 生物機能工学専攻長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成30年度） 生物機能工学専攻長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和元年度） 生物機能工学専攻長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和2年度） 生物機能工学専攻長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 生物機能工学専攻教員室 生物機能工学専攻長 廃棄
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2021年度 教育・研究 研究 外部機関に提出した報告書（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和3年度） 生物機能工学専攻長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 物質生物系教員室 物質生物系長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成29年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成30年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和元年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和2年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム工学
専攻長

廃棄

2021年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和3年度）
情報・経営システム工
学専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 共有サーバ内
情報・経営システム工学専攻
教員室

情報・経営システム系長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成29年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
原子力システム安全工学専攻
教員室

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2018年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成30年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
原子力システム安全工学専攻
教員室

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2019年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和元年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
原子力システム安全工学専攻
教員室

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2020年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和2年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
原子力システム安全工学専攻
教員室

原子力システム安全工学
専攻長

廃棄

2021年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和3年度）
原子力システム安全工
学専攻長

2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
原子力システム安全工学専攻
教員室

量子原子力系長 廃棄

2017年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成29年度） 基盤共通教育部長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2018年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（平成30年度） 基盤共通教育部長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2019年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和元年度） 基盤共通教育部長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2020年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和2年度） 基盤共通教育部長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育部長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 各種研究助成金に関する申請書（令和3年度） 基盤共通教育部長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 基盤共通教育部教員室 基盤共通教育系長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 研究生関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 無期限 9999/01/01 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

2021年度 教育・研究 研究 特別研究学生関係（令和3年度） 学務課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄
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