
国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　予算関係（経費請求） 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　予算関係（経費請求） 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　予算関係（経費請求） 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　予算関係（経費請求） 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2003年度 経営管理 管理運営 一般 平成１６年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2004年度 経営管理 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2005年度 経営管理 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2006年度 経営管理 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2007年度 経営管理 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2008年度 経営管理 管理運営 一般 平成２１年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2004年度 経営管理 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2005年度 経営管理 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2006年度 経営管理 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2007年度 経営管理 管理運営 一般 平成２０年度　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄
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2008年度 経営管理 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2005年度 経営管理 管理運営 総括 平成１７年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2006年度 経営管理 管理運営 総括 平成１８年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2007年度 経営管理 管理運営 総括 平成１９年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2008年度 経営管理 管理運営 総括 平成２０年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 総括 平成２１年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2008年度 経営管理 経営管理 業務運営 中期計画等綴（平成20年度～24年度） 本局経営企画部長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2008年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２０年度　年度計画綴 本局経営企画部長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

Page 2



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2009年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２１年度　年度計画綴 本局経営企画部長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２２年度　年度計画 本局経営企画部長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２３年度　年度計画 本局経営企画部長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２４年度　年度計画 本局経営企画部長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２５年度　年度計画 本局経営企画部長 2015年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 経営管理 平成２２年度　国立印刷局規則 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２４年度　評価委員会関係（平成２３年度業務実績） 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２５年度　評価委員会関係（平成２４年度業務実績） 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 共同省令の改正 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 業務方法書 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 財産評価委員会関係綴 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度　決裁文書綴 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度　決裁文書綴 本局経営企画部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申簿 本局経営企画部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿 本局経営企画部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局経営企画部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局経営企画部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年文書上申簿 本局経営企画部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　国立印刷局文書上申簿 本局経営企画部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿 本局経営企画部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申簿 本局経営企画部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申簿 本局経営企画部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申簿 本局経営企画部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄
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2008年度 総務 管理運営 一般 平成20年度決裁文書綴 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成21年度決裁文書綴 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度決裁文書綴 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度謝金（英語指導） 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度決裁文書綴 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度謝金（英語指導） 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度決裁文書綴 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度決裁文書綴 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2001年度 総務 渉外 海外 欧州銀行券印刷機関会議（２００２年） 本局経営企画部長 2002年4月1日 16年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年

2002年度 総務 渉外 海外 環太平洋銀行券製造機関会議（第１６回） 本局経営企画部長 2003年4月1日 16年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2002年度 総務 渉外 海外 国際政府印刷出版協会会議（第７回） 本局経営企画部長 2003年4月1日 16年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2001年度 総務 渉外 海外 政府郵便切手製造機関会議(第９回) 本局経営企画部長 2002年4月1日 16年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年

2001年度 総務 渉外 海外 通貨会議(第８回) 本局経営企画部長 2002年4月1日 16年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年
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2001年度 総務 渉外 海外
通貨偽造国際会議（第１０回）及び不正旅行文書国際会
議（第５回）

本局経営企画部長 2002年4月1日 16年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年

2002年度 総務 渉外 海外 平成１４年度 国際民間航空機関会議 本局経営企画部長 2003年4月1日 15年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務 総務管理 渉外 Banknote２０１１ 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 渉外 Banknote２０１２ 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 渉外
アジア・中東・アフリカハイセキュリティ印刷会議（２０１３
年）

本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 渉外 アジアハイセキュリティ印刷会議（第１０回） 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 渉外 バンクノート２００９ 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 渉外 欧州銀行券会議（２００９年） 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 渉外 欧州銀行券会議（２０１０年） 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 渉外 欧州銀行券会議（２０１１年） 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 渉外 欧州銀行券会議（２０１２年） 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 渉外 欧州銀行券会議材料委員会（２０１３年） 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 渉外 環太平洋銀行券製造機関会議(第１8回) 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 渉外 環太平洋銀行券製造機関会議（第18回）運営委員会 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 渉外 環太平洋銀行券製造機関会議(第１９回)運営委員会 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 渉外 国際証券印刷者会議（第２４回） 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 渉外 国際証券印刷者会議（第２５回） 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 渉外 政府郵便切手製造機関会議（第１４回） 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 渉外 政府郵便切手製造機関協会会議(第１３回) 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 渉外 通貨会議（２０１３年） 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 渉外 通貨会議２０１０ 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 渉外 通貨会議２０１１ 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 渉外 平成21年度技術調査 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 渉外 平成22年度技術調査 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 渉外 平成23年度技術調査 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 渉外 平成24年度外国通信 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 渉外 平成24年度技術調査 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 渉外 平成25年度外国通信 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 渉外 平成25年度技術調査 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 渉外 環太平洋銀行券製造機関会議（第１９回） 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 渉外 環太平洋銀行券製造機関会議（第２０回） 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿（要領） 本局経営企画部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２６年度　年度計画 本局経営企画部長 2015年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２６年度　評価委員会関係（平成２５年度業務実績） 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　固定資産・少額資産 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　固定資産・少額資産 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　固定資産・少額資産 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 一般 平成２５年　国立印刷局細則 本局経営企画部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 一般 平成２７年　国立印刷局規則 本局経営企画部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 一般 平成２７年　国立印刷局細則 本局経営企画部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 国立印刷局経営理念 本局経営企画部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 中期運営方針（平成２７年度～平成３１年度） 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄
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2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 平成26年度　外国通信 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 平成26年度　技術調査 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　決裁文書綴 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 ベトナム国家銀行への技術協力（専門家派遣等） 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外
インドネシア政府証券印刷造幣公社との技術協力等にか
かる覚書の締結等

本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 外国製品製造にかかる検討資料 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 Banknote2014 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 政府郵便切手製造機関協会会議（第15回） 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 渉外 SDW2014及び英独旅券調査 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 本局経営企画室長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局経営企画室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局経営企画室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年度　固定資産・少額資産 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 業務運営 国立印刷局行動指針 本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２６事業年度業務実績等報告書 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 第３期中期目標期間業務実績報告書 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２７年度　業務実績評価（自己評価） 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄
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2015年度 経営企画 経営企画 業務運営 中期経営計画（平成２７年度～平成３１年度） 本局経営企画室長 2016年4月1日
中期経営計画（平
成27～31年度）期
間終了後５年

2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成２７年度　各部取組事項 本局経営企画室長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成２７年度　事業計画 本局経営企画室長 2016年4月1日
効率化評価終了
後５年

2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成２８年度　事業計画 本局経営企画室長 2016年4月1日
効率化評価終了
後５年

2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 管理運営 一般 平成27年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 管理運営 総括 平成27年度　外国出張年度計画 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 平成27年度　外国関係 本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 管理運営 一般 平成27年度　決裁文書綴 本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外
平成27年度　ベトナム国家銀行への技術協力（専門家派
遣等）

本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外
平成27年度　インドネシア政府証券印刷造幣公社との技
術協力等にかかる覚書の締結等

本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 平成27年度　外国製品製造にかかる検討資料 本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 総務管理 渉外 欧州銀行券会議（2015年） 本局経営企画室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 本局経営企画室長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局経営企画室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局経営企画室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局経営企画室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成２８年度　固定資産・少額資産 本局経営企画室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２８年度　業務実績評価（自己評価） 本局経営企画室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 中期経営計画（平成２８年度～平成３３年度） 本局経営企画室長 2017年4月1日
中期経営計画期
間終了後５年

2026年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成２８年度　各部取組事項 本局経営企画室長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成２９年度　事業計画 本局経営企画室長 2017年4月1日
効率化評価終了
後５年

2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄
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2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 第３期中期計画 本局経営企画部長 2014年4月1日
中期目標期間終
了後５年

2023年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 業務運営
中期設備投資計画の策定について（平成２７年度～平成
３１年度）

本局経営企画室長 2016年4月1日
中期設備投資期
間終了後５年

2025年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2015年度 経営企画 管理運営 一般 平成２７年度　研修関係 本局経営企画室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 管理運営 一般 平成２８年度　研修関係 本局経営企画室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 管理運営 一般 平成28年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 管理運営 総括 平成28年度　外国出張年度計画 本局経営企画室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 渉外 平成28年度　外国関係 本局経営企画室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 管理運営 一般 平成28年度　決裁文書綴 本局経営企画室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 渉外
平成28年度　ベトナム国家銀行への技術協力（専門家派
遣等）

本局経営企画室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 渉外
平成28年度　インドネシア政府証券印刷造幣公社との技
術協力等にかかる覚書の締結等

本局経営企画室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

2016年度 経営企画 総務管理 渉外 欧州銀行券会議（2016年） 本局経営企画室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局経営企画室長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申簿 本局評価監査部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申簿 本局評価監査部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申簿 本局評価監査部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿 本局評価監査部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局評価監査部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局評価監査部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 本局評価監査部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 内部監査 各機関における特定調達契約に関する事務の取扱 本局評価監査部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 内部監査 国立印刷局内部監査実施要領 本局評価監査部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿 本局評価監査部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2002年度 評価監査 管理運営 一般 平成１５年　規程管理簿 本局評価監査部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

Page 9



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申簿 本局評価監査部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2004年度 評価監査 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2005年度 評価監査 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2006年度 評価監査 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 本局評価監査部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2006年度 評価監査 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2007年度 評価監査 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2008年度 評価監査 内部監査 総括 第２期中期監査計画（２００８年度～２０１２年度） 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2008年度 評価監査 内部監査 総括 平成２０年度　監査実施計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2008年度 評価監査 内部監査 総括 平成２０年度　監査報告書 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2008年度 評価監査 内部監査 総括 平成２０年度　年度監査計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2008年度 評価監査 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　監査結果フォローアップ 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　監査実施計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　監査報告書 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　国立印刷局規則 本局評価監査部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　国立印刷局細則 本局評価監査部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　国立印刷局要領 本局評価監査部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 内部監査 総括 平成２１年度　年度監査計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 本局評価監査部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2009年度 評価監査 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局評価監査部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局評価監査部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 内部監査 一般 平成２２年度　特定調達契約書審査 本局評価監査部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄
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2010年度 評価監査 内部監査 総括 平成２２年度　監査結果フォローアップ 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 内部監査 総括 平成２２年度　監査実施計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 内部監査 総括 平成２２年度　監査報告書 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 内部監査 総括 平成２２年度　年度監査計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 本局評価監査部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2010年度 評価監査 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 管理運営 一般 平成２３年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局評価監査部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局評価監査部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 内部監査 一般 平成２３年度　特定調達契約書審査 本局評価監査部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 内部監査 総括 平成２３年度　年度監査計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 内部監査 総括 平成２２年度　内部監査細則 本局評価監査部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 内部監査 総括 平成２３年度　監査結果フォローアップ 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 内部監査 総括 平成２３年度　監査実施計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 内部監査 総括 平成２３年度　監査報告書 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2011年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局評価監査部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　研修関係 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局評価監査部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　購買依頼書 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　資産管理関係 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２４年度　予算管理関係 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄
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2012年度 評価監査 内部監査 一般 平成２４年度　特定調達契約書審査 本局評価監査部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 内部監査 総括 平成２４年度　年度監査計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 内部監査 総括 平成２３年度　内部監査調書 本局評価監査部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 内部監査 総括 平成２４年度　監査結果フォローアップ 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 内部監査 総括 平成２４年度　監査実施計画 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 内部監査 総括 平成２４年度　監査報告書 本局評価監査部長 2013年4月1日
中期監査計画期
間終了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2012年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局評価監査部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　研修関係 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局評価監査部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　購買依頼書 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　資産管理関係 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２５年度　予算管理関係 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 一般 平成２５年度　特定調達契約書審査 本局評価監査部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 第３期中期監査計画 本局評価監査部長 未定
中期監査計画期
間終了後５年

未定 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成２５年度　年度監査計画 本局評価監査部長 未定
中期監査計画期
間終了後５年

未定 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成２４年度分　フォローアップ資料 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成２４年度分　監査結果フォローアップ 本局評価監査部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成２５年度　監査資料 本局評価監査部長 未定
中期監査計画期
間終了後５年

未定 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成２５年度　監査実施計画 本局評価監査部長 未定
中期監査計画期
間終了後５年

未定 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成２５年度　監査報告書 本局評価監査部長 未定
中期監査計画期
間終了後５年

未定 紙 事務室 本局監査室長 廃棄
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2013年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２６年度　国立印刷局規則 本局評価監査部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２６年度　国立印刷局細則 本局評価監査部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 本局評価監査部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　セキュリティUSBメモリ貸出管理簿 本局評価監査部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２６年度　年度監査計画 本局評価監査部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２５年度分　フォローアップ資料 本局評価監査部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２５年度分　監査結果フォローアップ 本局評価監査部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２６年度　監査資料 本局評価監査部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２６年度　監査実施計画 本局評価監査部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成２６年度　監査報告書 本局評価監査部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局評価監査部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局評価監査部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　購買依頼書 本局評価監査部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　資産管理関係 本局評価監査部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書 本局評価監査部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿 本局評価監査部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 内部監査 一般 平成２６年度　特定調達契約書審査 本局評価監査部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係 本局評価監査部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 本局評価監査部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2014年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 本局評価監査部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 本局監査室長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄
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法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　セキュリティUSBメモリ貸出管理簿 本局監査室長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 内部監査 総括 平成２７年度　監査資料 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 内部監査 総括 平成２７年度　監査報告書 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局監査室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局監査室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　購買依頼書 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 内部監査 一般 平成２７年度　特定調達契約書審査 本局監査室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 内部監査 総括 平成２７年度　監査計画関係 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2015年度 評価監査 内部監査 総括 平成２７年度　監査結果フォローアップ関係 本局監査室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２９年　規程管理簿 本局監査室長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 本局監査室長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　セキュリティUSBメモリ貸出管理簿 本局監査室長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 内部監査 総括 平成２８年度　監査資料 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 内部監査 総括 平成２８年度　監査報告書 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局監査室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局監査室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　購買依頼書 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄
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2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 内部監査 一般 平成２８年度　特定調達契約書審査 本局監査室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 内部監査 総括 平成２８年度　監査計画関係 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

2016年度 評価監査 内部監査 総括 平成２８年度　監査結果フォローアップ関係 本局監査室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監査室長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 文書管理 昭和６３年　文書上申簿 本局総務部長 1989年1月1日 30年 2018年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 本局総務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１６年　細則 本局総務部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 文書管理 平成１７年　国立印刷局細則 本局総務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 訟務 平成２５年（ノ）第７２０号損害賠償額確定調停事件 本局総務部長 2015年4月1日 調停終了後１０年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 訟務
平成２５年（メ）第５０１２０号債務不存在確認請求調停事
件

本局総務部長 2014年4月1日 調停終了後１０年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 訟務
平成２５年（ワ）第３３８０１号債務不存在確認請求事件
（平成２６年（ワ）第３６４０号土地明渡等請求反訴事件）

本局総務部長 未定 訴訟終了後１０年 未定 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 集中管理の推進に関する方針 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：4年

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年度　歴史資料等保有施設の届出申請 本局総務部長 未定
変更又は取消し
後５年

未定 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　法務関係業務自主点検 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿 本局総務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 本局総務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿 本局総務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　規程管理簿 本局総務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 文書管理 平成２年　文書上申簿 本局総務部長 1991年1月1日 30年 2020年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 本局総務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 本局総務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿 本局総務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿 本局総務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 本局総務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 印刷局法規集 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 印刷局法規集 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 印刷局様式類管理規程を廃止する訓令 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 契約関係決裁文書 本局総務部長 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：10年

1986年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年　一般規程 本局総務部長 1988年1月1日 30年 2017年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1986年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年　印刷局訓令 本局総務部長 1988年1月1日 30年 2017年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1986年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年　印刷局通達 本局総務部長 1988年1月1日 30年 2017年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年　一般規程 本局総務部長 1989年1月1日 30年 2018年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年　印刷局訓令 本局総務部長 1989年1月1日 30年 2018年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６４年・平成元年　印刷局通達 本局総務部長 1990年1月1日 30年 2019年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成１０年　印刷局訓令 本局総務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成１０年　印刷局通達 本局総務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１１年　一般規程 本局総務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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1998年度 総務 管理運営 一般 平成１１年　印刷局訓令 本局総務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１１年　印刷局通達 本局総務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１２年　印刷局訓令 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１２年　印刷局通達 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１３年　一般規程 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１３年　印刷局訓令 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１３年　印刷局通達 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１５年　規則 本局総務部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　国立印刷局細則 本局総務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１５年　要領 本局総務部長 2004年1月1日 20年 2023年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年12月31日
延長期間：10年

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１６年　規則 本局総務部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局細則 本局総務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 文書管理 平成３年　文書上申簿 本局総務部長 1992年1月1日 30年 2021年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 文書管理 平成４年　文書上申簿 本局総務部長 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 文書管理 平成５年　文書上申簿 本局総務部長 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　現金出納簿 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　予算管理関係 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：4年

1994年度 総務 管理運営 文書管理 平成７年　文書上申簿 本局総務部長 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　現金出納簿 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　予算管理関係 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：4年

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申簿 本局総務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　現金出納簿 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申簿 本局総務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　現金出納簿 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 文書管理 平成元年　文書上申簿 本局総務部長 1990年1月1日 30年 2019年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 一般 平成２年　印刷局訓令 本局総務部長 1991年1月1日 30年 2020年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成３年　印刷局訓令 本局総務部長 1992年1月1日 30年 2021年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成３年　印刷局通達 本局総務部長 1992年1月1日 30年 2021年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成４年　印刷局訓令 本局総務部長 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成４年　印刷局通達 本局総務部長 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成５年　一般規程 本局総務部長 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成５年　印刷局訓令 本局総務部長 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成５年　印刷局通達 本局総務部長 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成６年　一般規程 本局総務部長 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成６年　印刷局訓令 本局総務部長 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成６年　印刷局通達 本局総務部長 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成７年　印刷局訓令 本局総務部長 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
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1994年度 総務 管理運営 一般 平成７年　印刷局通達 本局総務部長 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成８年　一般規程 本局総務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成８年　印刷局訓令 本局総務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成８年　印刷局通達 本局総務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成９年　一般規程 本局総務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成９年　印刷局訓令 本局総務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成９年　印刷局通達 本局総務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 平成元年　一般規程 本局総務部長 1990年1月1日 30年 2019年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 平成元年　印刷局訓令 本局総務部長 1990年1月1日 30年 2019年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 業務運営 設立登記関係 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 独立行政法人運営規則制定書 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 公印簿 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 公印簿 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 公用文の書き方 本局総務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 公用文の書き方 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申簿 本局総務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申簿 本局総務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申簿 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申簿 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１５年　細則 本局総務部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿 本局総務部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申簿 本局総務部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１７年　文書上申簿 本局総務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申簿 本局総務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申簿 本局総務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申簿 本局総務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申簿 本局総務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申簿 本局総務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年　文書上申簿 本局総務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿 本局総務部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申簿 本局総務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申簿 本局総務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申簿 本局総務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 文書管理 平成２年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 文書管理 平成３年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 文書管理 平成５年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成７年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 文書管理 平成元年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1983年度 総務 渉外 訟務 昭和５５年(ワ)第４７８８号　損害賠償請求事件・判決書 本局総務部長 1984年4月1日 40年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：10年

1990年度 総務 渉外 訟務
昭和５８年(行ウ)　第７１号　労働上の履行義務確認等請
求事件・判決書

本局総務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
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2000年度 総務 渉外 訟務
昭和６０年(ワ)第４１３１号　秘密保持義務存在確認等請
求事件・判決書

本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 渉外 訟務
平成１１年(ノ)  第３４２号　損害賠償請求調停申立事件・
調停調書

本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 渉外 訟務 平成１１年(ノ)　第３４２号　損害賠償請求調停申立事件 本局総務部長 2000年4月1日 20年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務 渉外 訟務
平成１２年（ネ）第４１１９号　秘密保持義務存在確認等請
求控訴事件・判決書

本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 渉外 訟務 平成１４年（ノ）第６１号　損害賠償調停事件 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：20年

2002年度 総務 渉外 訟務 平成１４年（ノ）第６１号　損害賠償調停事件・調停調書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 渉外 情報提供 個人情報ファイル 本局総務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 一般 平成１９年度　役員変更登記 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 一般 平成２１年度　役員変更登記 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 一般 平成２２年度　資本金変更登記 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 一般 平成２３年度　資本金変更登記 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 一般 平成２３年度　役員変更登記 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 一般 平成２４年度　資本金変更登記 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 一般 平成２４年度　役員変更登記 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 一般 平成２５年度　資本金登記 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 一般 平成２５年度　変更登記 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 個人情報 印刷局個人情報ファイル簿 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 個人情報
平成２３年度　保有個人情報開示請求に関する異議申立
て

本局総務部長 2012年4月1日 事案終了後10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 訟務
平成１２年(ワ)　第２４３３５号　損害賠償請求事件・判決
書

本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 訟務 平成１８年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2007年4月1日 13年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：6年

2009年度 総務 法務管理 訟務 平成１９年（ネ）第２７２７号　損害賠償請求控訴事件 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 訟務
平成１９年（ネ）第２７２７号　損害賠償請求控訴事件・和
解調書

本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 訟務 平成１９年（ワ）第１６０４６号　損害賠償（医）請求事件 本局総務部長 2009年4月1日 訴訟終了後10年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2008年度 総務 法務管理 訟務
平成１９年（ワ）第１６０４６号　損害賠償（医）請求事件・和
解調書

本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 訟務 平成１９年度　官公署からの照会 本局総務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 訟務 平成１９年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2008年4月1日 13年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：6年

2008年度 総務 法務管理 訟務 平成２０年度　官公署からの照会 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 訟務 平成２０年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2009年4月1日 13年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：6年

2009年度 総務 法務管理 訟務
平成２１年（ノ）第１０５４号　不当利得金返還請求調停事
件

本局総務部長 2010年4月1日 訴訟終了後１０年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 訟務 平成２１年度　官公署からの照会 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 訟務 平成２２年度　官公署からの照会 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 訟務 平成２２年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 訟務 平成２２年度　法律相談 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 訟務 平成２３年度　官公署からの照会 本局総務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 訟務 平成２３年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 訟務 平成２３年度　法律相談 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 訟務 平成２４年度　官公署からの照会 本局総務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 訟務 平成２４年度　法律相談 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 訟務 平成２５年度　官公署からの照会 本局総務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 訟務 平成２５年度　法律相談 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 情報公開 平成２３年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 情報公開 平成２３年度　法人文書ファイル管理簿 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 情報公開 平成２４年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 情報公開 平成２４年度　法人文書ファイル管理簿 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 法務管理 情報公開 印刷局行政文書ファイル管理簿 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 法務管理 情報公開 印刷局行政文書ファイル管理簿 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄
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2005年度 総務 法務管理 情報公開 印刷局法人文書分類基準表 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 情報公開 平成２３年度　法人文書開示請求に関する異議申立て 本局総務部長 2012年4月1日 事案終了後10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 情報公開 平成２３年度　情報公開開示請求 本局総務部長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：3年

2011年度 総務 法務管理 情報公開 平成２３年度　情報公開関係 本局総務部長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：3年

2012年度 総務 法務管理 情報公開 平成２４年度　情報公開開示請求 本局総務部長 2013年4月1日 6年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：3年

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　法人文書監査 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　法人文書監査 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 文書管理 平成１７年　国立印刷局規則 本局総務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局細則 本局総務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　国立印刷局規則 本局総務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局細則 本局総務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局規則 本局総務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則 本局総務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局規則 本局総務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則 本局総務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局規則 本局総務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局細則 本局総務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申簿 本局総務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年度　文書管理関係（秘密管理） 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局規則 本局総務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局細則 本局総務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　法人文書管理状況調査 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局規則 本局総務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局細則 本局総務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　法人文書管理状況調査 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　文書管理関係 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　文書管理関係（文書点検・整理週間） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　文書管理関係（秘密管理） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　秘密管理 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局規則 本局総務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局規則 本局総務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　文書管理関係 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　文書管理関係（文書点検・整理週間） 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局規則 本局総務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　国立印刷局細則 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　文書管理関係 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　文書管理関係（文書点検・整理週間） 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　法人文書監査 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　法人文書管理状況調査 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　会議・打合せ会資料 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 訟務 平成２６年度　官公署からの照会 本局総務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 情報公開 平成２６年度　情報公開開示請求 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 情報公開 平成２６年度　情報公開関係 本局総務部長 2015年4月1日 6年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2014年度 総務 法務管理 個人情報 平成２６年度　個人情報保護関係 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 一般 平成２６年度　法人登記 本局総務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 一般 平成２６年度　資本金変更登記 本局総務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 訟務 平成２６年度　弁護士相談 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申簿 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　国立印刷局規則 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　法務研修 本局総務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 訟務 平成26年度　旧東京病院診療費請求事件 本局総務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 訟務 平成２６年（ワ）第３６４０号土地明渡等請求反訴事件 本局総務部長 未定 訴訟終了後１０年 未定 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 栄典表彰 栄典 叙勲受章者名簿 本局人事労務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1949年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和２４年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1950年4月1日 90年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1950年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和２５年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1951年4月1日 90年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

1951年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和２６年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1952年4月1日 90年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1953年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和２８年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1954年4月1日 90年 2044年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：30年

1954年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和２９年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1955年4月1日 90年 2045年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：30年

1955年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３０年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1956年4月1日 90年 2046年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1957年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３２年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1958年4月1日 60年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1958年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３３年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1959年4月1日 60年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1959年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３４年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1960年4月1日 60年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1960年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３５年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1961年4月1日 60年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
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1961年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３６年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1962年4月1日 60年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1962年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３７年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1963年4月1日 60年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1963年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３８年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1964年4月1日 60年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1964年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３９年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1965年4月1日 60年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1965年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４０年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1966年4月1日 60年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1966年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４１年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1967年4月1日 60年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1967年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４２年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1968年4月1日 60年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1968年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４３年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1969年4月1日 60年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1969年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４４年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1970年4月1日 60年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1970年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４５年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1971年4月1日 60年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1971年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４６年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1972年4月1日 90年 2062年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：60年

1972年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４７年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1973年4月1日 90年 2063年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：60年

1973年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４８年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1974年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和４９年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1975年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５０年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：30年

1976年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５１年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：30年

1977年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５２年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年

1978年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５３年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1979年4月1日 60年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：30年

1979年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５４年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1980年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５５年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1981年4月1日 60年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

1981年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５６年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1982年4月1日 60年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1983年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５８年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：30年

1984年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和５９年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：30年
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1985年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和６０年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和６２年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和６３年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１０年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１１年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１２年　大蔵大臣表彰 本局人事労務部長 2001年1月1日 40年 2040年12月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年12月31日
延長期間：30年

2000年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１２年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１３年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１４年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2003年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１５年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事 栄典表彰 表彰 平成１６年度　永年勤務者表彰等受章者名簿 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 人事 栄典表彰 表彰 平成２年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 人事 栄典表彰 表彰 平成３年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 人事 栄典表彰 表彰 平成４年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 人事 栄典表彰 表彰 平成５年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1994年度 人事 栄典表彰 表彰 平成６年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 人事 栄典表彰 表彰 平成７年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 人事 栄典表彰 表彰 平成８年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 人事 栄典表彰 表彰 平成９年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 人事 栄典表彰 表彰 平成元年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 給与 基本給 調整特昇 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1935年度 人事 調査統計 名簿 昭和１１年　職員録 本局人事労務部長 1937年1月1日 90年 2026年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1937年度 人事 調査統計 名簿 昭和１３年　職員録 本局人事労務部長 1939年1月1日 90年 2028年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
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1938年度 人事 調査統計 名簿 昭和１４年　職員録 本局人事労務部長 1940年1月1日 90年 2029年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1939年度 人事 調査統計 名簿 昭和１５年　職員録 本局人事労務部長 1941年1月1日 90年 2030年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1940年度 人事 調査統計 名簿 昭和１６年　職員録 本局人事労務部長 1942年1月1日 90年 2031年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2001年12月31日
延長期間：30年

1941年度 人事 調査統計 名簿 昭和１７年　職員録 本局人事労務部長 1943年1月1日 90年 2032年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年12月31日
延長期間：30年

1946年度 人事 調査統計 名簿 昭和２２年　職員録 本局人事労務部長 1948年1月1日 90年 2037年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年12月31日
延長期間：30年

1947年度 人事 調査統計 名簿 昭和２３年　職員録 本局人事労務部長 1949年1月1日 90年 2038年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年12月31日
延長期間：30年

1950年度 人事 調査統計 名簿 昭和２６年　職員録 本局人事労務部長 1952年1月1日 90年 2041年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年12月31日
延長期間：30年

1951年度 人事 調査統計 名簿 昭和２７年　職員録 本局人事労務部長 1953年1月1日 90年 2042年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年12月31日
延長期間：30年

1926年度 人事 調査統計 名簿 昭和２年　職員録 本局人事労務部長 1928年1月1日 90年 2017年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1956年度 人事 調査統計 名簿 昭和３２年　職員録 本局人事労務部長 1958年1月1日 60年 2017年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1957年度 人事 調査統計 名簿 昭和３３年　職員録 本局人事労務部長 1959年1月1日 60年 2018年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1958年度 人事 調査統計 名簿 昭和３４年　職員録 本局人事労務部長 1960年1月1日 60年 2019年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1959年度 人事 調査統計 名簿 昭和３５年　職員録 本局人事労務部長 1961年1月1日 60年 2020年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1960年度 人事 調査統計 名簿 昭和３６年　職員録 本局人事労務部長 1962年1月1日 60年 2021年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1962年度 人事 調査統計 名簿 昭和３８年　職員録 本局人事労務部長 1964年1月1日 60年 2023年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1963年度 人事 調査統計 名簿 昭和３９年　職員録 本局人事労務部長 1965年1月1日 60年 2024年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1927年度 人事 調査統計 名簿 昭和３年　職員録 本局人事労務部長 1929年1月1日 90年 2018年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1964年度 人事 調査統計 名簿 昭和４０年　職員録 本局人事労務部長 1966年1月1日 60年 2025年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1966年度 人事 調査統計 名簿 昭和４２年　職員録 本局人事労務部長 1968年1月1日 60年 2027年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1967年度 人事 調査統計 名簿 昭和４３年　職員録 本局人事労務部長 1969年1月1日 60年 2028年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1968年度 人事 調査統計 名簿 昭和４４年　職員録 本局人事労務部長 1970年1月1日 60年 2029年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1969年度 人事 調査統計 名簿 昭和４５年　職員録 本局人事労務部長 1971年1月1日 60年 2030年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1971年度 人事 調査統計 名簿 昭和４７年　職員録 本局人事労務部長 1973年1月1日 60年 2032年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年12月31日
延長期間：30年
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1972年度 人事 調査統計 名簿 昭和４８年　職員録 本局人事労務部長 1974年1月1日 60年 2033年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年12月31日
延長期間：30年

1973年度 人事 調査統計 名簿 昭和４９年　職員録 本局人事労務部長 1975年1月1日 60年 2034年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年12月31日
延長期間：30年

1928年度 人事 調査統計 名簿 昭和４年　職員録 本局人事労務部長 1930年1月1日 90年 2019年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1974年度 人事 調査統計 名簿 昭和５０年　職員録 本局人事労務部長 1976年1月1日 60年 2035年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年12月31日
延長期間：30年

1975年度 人事 調査統計 名簿 昭和５１年　職員録 本局人事労務部長 1977年1月1日 60年 2036年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年12月31日
延長期間：30年

1976年度 人事 調査統計 名簿 昭和５２年　職員録 本局人事労務部長 1978年1月1日 60年 2037年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年12月31日
延長期間：30年

1977年度 人事 調査統計 名簿 昭和５３年　職員録 本局人事労務部長 1979年1月1日 60年 2038年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年12月31日
延長期間：30年

1979年度 人事 調査統計 名簿 昭和５５年　職員録 本局人事労務部長 1981年1月1日 60年 2040年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年12月31日
延長期間：30年

1980年度 人事 調査統計 名簿 昭和５６年　職員録 本局人事労務部長 1982年1月1日 60年 2041年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年12月31日
延長期間：30年

1981年度 人事 調査統計 名簿 昭和５７年　職員録 本局人事労務部長 1983年1月1日 60年 2042年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年12月31日
延長期間：30年

1929年度 人事 調査統計 名簿 昭和５年　職員録 本局人事労務部長 1931年1月1日 90年 2020年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1986年度 人事 調査統計 名簿 昭和６２年　職員録 本局人事労務部長 1988年1月1日 30年 2017年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 名簿 昭和６３年　職員録 本局人事労務部長 1989年1月1日 30年 2018年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1930年度 人事 調査統計 名簿 昭和６年　職員録 本局人事労務部長 1932年1月1日 90年 2021年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1931年度 人事 調査統計 名簿 昭和７年　職員録 本局人事労務部長 1933年1月1日 90年 2022年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1932年度 人事 調査統計 名簿 昭和８年　職員録 本局人事労務部長 1934年1月1日 90年 2023年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1933年度 人事 調査統計 名簿 昭和９年　職員録 本局人事労務部長 1935年1月1日 90年 2024年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 名簿 退職者名簿 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1920年度 人事 調査統計 名簿 大正１０年　職員録 本局人事労務部長 1922年1月1日 120年 2041年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年12月31日
延長期間：30年

1921年度 人事 調査統計 名簿 大正１１年　職員録 本局人事労務部長 1923年1月1日 120年 2042年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年12月31日
延長期間：30年

1916年度 人事 調査統計 名簿 大正６年　職員録 本局人事労務部長 1918年1月1日 120年 2037年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年12月31日
延長期間：30年

1917年度 人事 調査統計 名簿 大正７年　職員録 本局人事労務部長 1919年1月1日 120年 2038年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年12月31日
延長期間：30年

1918年度 人事 調査統計 名簿 大正８年　職員録 本局人事労務部長 1920年1月1日 120年 2039年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年12月31日
延長期間：30年
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1997年度 人事 調査統計 名簿 平成１０年　職員録 本局人事労務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 名簿 平成１１年　職員録 本局人事労務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 名簿 平成１２年　職員録 本局人事労務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 名簿 平成１３年　職員録 本局人事労務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 名簿 平成１４年　職員録 本局人事労務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 名簿 平成１５年　職員録 本局人事労務部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 名簿 平成１６年度　職員録 本局人事労務部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 名簿 平成２年　職員録 本局人事労務部長 1991年1月1日 30年 2020年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 名簿 平成３年　職員録 本局人事労務部長 1992年1月1日 30年 2021年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 名簿 平成４年　職員録 本局人事労務部長 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 名簿 平成５年　職員録 本局人事労務部長 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 名簿 平成６年　職員録 本局人事労務部長 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 名簿 平成７年　職員録 本局人事労務部長 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 名簿 平成８年　職員録 本局人事労務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 名簿 平成９年　職員録 本局人事労務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 名簿 平成元年　職員録 本局人事労務部長 1990年1月1日 30年 2019年12月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

1971年度 人事 任免 一般 昭和４６年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 人事 任免 一般 昭和４７年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1973年度 人事 任免 一般 昭和４８年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1974年度 人事 任免 一般 昭和４９年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1975年度 人事 任免 一般 昭和５０年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：30年

1976年度 人事 任免 一般 昭和５１年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：30年

1977年度 人事 任免 一般 昭和５２年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年
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1978年度 人事 任免 一般 昭和５３年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1979年4月1日 60年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：30年

1979年度 人事 任免 一般 昭和５４年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1980年度 人事 任免 一般 昭和５５年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1981年4月1日 60年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

1981年度 人事 任免 一般 昭和５６年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1982年4月1日 60年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1982年度 人事 任免 一般 昭和５７年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1983年4月1日 60年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：30年

1983年度 人事 任免 一般 昭和５８年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：30年

1984年度 人事 任免 一般 昭和５９年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：30年

1985年度 人事 任免 一般 昭和６０年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 任免 一般 昭和６２年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 人事 任免 一般 昭和６３年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 人事 任免 一般 平成１０年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 任免 一般 平成１１年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 任免 一般 平成１２年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 人事 任免 一般 平成１３年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 人事 任免 一般 平成14年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2003年度 人事 任免 一般 平成１５年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事 任免 一般 平成１６年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 人事 任免 一般 平成２年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 人事 任免 一般 平成３年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 人事 任免 一般 平成４年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 人事 任免 一般 平成５年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1994年度 人事 任免 一般 平成６年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 人事 任免 一般 平成７年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
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1996年度 人事 任免 一般 平成８年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 人事 任免 一般 平成９年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 人事 任免 一般 平成元年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1971年度 人事 任免 任免 昭和４６年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 人事 任免 任免 昭和４７年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1973年度 人事 任免 任免 昭和４８年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1974年度 人事 任免 任免 昭和４９年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1975年度 人事 任免 任免 昭和５０年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：30年

1976年度 人事 任免 任免 昭和５１年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：30年

1977年度 人事 任免 任免 昭和５２年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年

1978年度 人事 任免 任免 昭和５３年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1979年4月1日 60年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：30年

1979年度 人事 任免 任免 昭和５４年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1980年度 人事 任免 任免 昭和５５年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1981年4月1日 60年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

1981年度 人事 任免 任免 昭和５６年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1982年4月1日 60年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1982年度 人事 任免 任免 昭和５７年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1983年4月1日 60年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：30年

1983年度 人事 任免 任免 昭和５８年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：30年

1984年度 人事 任免 任免 昭和５９年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：30年

1985年度 人事 任免 任免 昭和６０年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

Page 32



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 平成２年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1985年度 人事 服務 服務 昭和６０年度職員の服務 本局人事労務部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 服務 服務 昭和６２年度職員の服務 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 昭和６３年度職員の服務 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 平成１０年度職員の服務 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 平成１１年度職員の服務 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 平成１２年度職員の服務 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成１３年度職員の服務 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成１４年度職員の服務 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成１５年度職員の服務 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2004年度 人事 服務 服務 平成１６年度職員の服務 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 平成１年度職員の服務 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 平成２年度職員の服務 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 平成３年度職員の服務 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1992年度 人事 服務 服務 平成４年度職員の服務 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 平成５年度職員の服務 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 平成６年度職員の服務 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 平成７年度職員の服務 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 平成８年度職員の服務 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 平成９年度職員の服務 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事労務 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿 本局人事労務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事労務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 本局人事労務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 本局人事労務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 本局人事労務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿 本局人事労務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成２１年　規程管理簿 本局人事労務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 本局人事労務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申簿 本局人事労務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 本局人事労務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申簿 本局人事労務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿 本局人事労務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申簿 本局人事労務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿 本局人事労務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申簿 本局人事労務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申簿 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事労務 人事給与 給与 平成１７年　控除申告書（年末調整） 本局人事労務部長 2006年1月1日 35年 2040年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年12月31日
延長期間：30年

2005年度 人事労務 人事給与 給与 平成１７年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 給与 平成１７年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 給与 平成１７年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 給与 平成１８年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 給与 平成１８年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 給与 平成１８年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 給与 平成１９年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 給与 平成１９年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 給与 平成１９年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 給与 平成２０年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 給与 平成２０年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 給与 平成２０年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２１年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２１年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２１年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　国立印刷局規則（給与） 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　国立印刷局細則（給与） 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　国立印刷局要領（給与） 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　新賃金 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　国立印刷局規則（人事給与） 本局人事労務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　国立印刷局細則（人事給与） 本局人事労務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　国立印刷局要領（人事給与） 本局人事労務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　新賃金 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　国立印刷局規則（人事給与） 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　国立印刷局細則（人事給与） 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　国立印刷局要領（人事給与） 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 研修 平成１７年度　国立印刷局研修規則綴 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　機関研修　(本局) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　機関研修(報告) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　職員研修計画(研修管理) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修(長期委託等研修) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修(部外委託) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修(部内集合) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修(報告) 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修　(本局) 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修(報告) 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　職員研修計画(研修管理) 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修(長期委託等研修) 本局人事労務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修(部外委託) 本局人事労務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修(部内集合) 本局人事労務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修(報告) 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修　(本局) 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修(報告) 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　職員研修計画(研修管理) 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修(長期委託等研修) 本局人事労務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修(部外委託) 本局人事労務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修(部内集合) 本局人事労務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修(報告) 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　高齢者雇用 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年　早期退職募集 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　高齢者雇用 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事
平成１７年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受賞者名
簿）

本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　職員録 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事
平成１８年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　職員録 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
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2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事
平成１９年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　職員録 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事
平成２０年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　外部表彰 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　職員録 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事
平成２１年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　職員録 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄
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2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事
平成２２年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　職員録 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事
平成２３年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　職員録 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事
平成２４年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　外部表彰 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　職員録 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　人事情報提供願 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事
平成２５年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　外部表彰 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　職員録 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　人事情報提供願 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　職員の服務 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　職員の服務 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　職員の服務 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　公務員倫理 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　職員の服務 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　服務関係（外国出張申請） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　公務員倫理 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　職員の服務 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　服務関係（外国出張申請） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1973年度 総務 管理運営 一般 昭和４８年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1973年度 総務 管理運営 一般 昭和４８年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1973年度 総務 管理運営 一般 昭和４８年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1973年度 総務 管理運営 一般 昭和４８年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1974年度 総務 管理運営 一般 昭和４９年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年
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1974年度 総務 管理運営 一般 昭和４９年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1974年度 総務 管理運営 一般 昭和４９年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1974年度 総務 管理運営 一般 昭和４９年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度　印刷局通達 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度　印刷局通達 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度　印刷局通達 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度　印刷局通達 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2001年度 総務 管理運営 一般 平成１３年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１３年度　印刷局通達 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１４年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１４年度　印刷局通達 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度　規則（給与） 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度　細則（給与） 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度　要領（給与） 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度　規則（給与） 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度　細則（給与） 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度　要領（給与） 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成２年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成２年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成２年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成２年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成５年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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1993年度 総務 管理運営 一般 平成５年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成５年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成５年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成７年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成７年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成７年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成７年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 一般 平成元年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 一般 平成元年度　印刷局訓令 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 一般 平成元年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 一般 平成元年度　印刷局通達 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局人事労務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局人事労務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 本局人事労務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿 本局人事労務部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申簿 本局人事労務部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申簿 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 本局人事労務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申簿 本局人事労務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　国立印刷局規則（人事給与） 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　国立印刷局細則（人事給与） 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　国立印刷局要領（人事給与） 本局人事労務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　新賃金 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　国立印刷局規則（人事給与） 本局人事労務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　国立印刷局細則（人事給与） 本局人事労務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　国立印刷局要領（人事給与） 本局人事労務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修　(本局) 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修(報告) 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　職員研修計画(研修管理) 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修(長期委託等研修) 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修(部外委託) 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修(部内集合) 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修(報告) 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年　早期退職募集 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　高齢者雇用 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　印刷局表彰 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事
平成２６年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　外部表彰 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　採用試験 本局人事労務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　叙位･叙勲 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　職員録 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身体障害者雇用状況調査 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　人事情報提供願 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　発令通知原義書 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　診断書 本局人事労務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（組合休暇） 本局人事労務部長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　育児休業 本局人事労務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　休日振替等 本局人事労務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤務時間関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　兼業許可 本局人事労務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　公務員倫理 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　職員の服務 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　職員の服務制度 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　服務関係（外国出張申請） 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生関係 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生予算 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　食堂関係 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生関係 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生予算 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　食堂関係 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　厚生関係 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　厚生予算 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　食堂関係 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎（自動車の保管場所）貸与等申請書 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎取得計画 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎貸与申請書 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　団体交渉議事録（１） 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　団体交渉議事録（２） 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｆ 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　中央労働委員会 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　労働協約 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　労務処理状況（１） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　労務処理状況（２） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　団体交渉議事録（１） 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　団体交渉議事録（２） 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　中央労働委員会 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　労働協約 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　労務処理状況（１） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　労務処理状況（２） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　団体交渉議事録（１） 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　団体交渉議事録（２） 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　中央労働委員会 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　労働協約 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　労務処理状況（１） 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　労務処理状況（２） 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 団体交渉議事録 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 労働協約 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 労働協約 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 労働協約 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 労働協約 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 労働協約 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 労働協約 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 文書上申簿 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 文書上申簿 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 文書上申簿 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

Page 48



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申簿 本局人事労務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申簿 本局人事労務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申簿 本局人事労務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申簿 本局人事労務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申簿 本局人事労務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申簿 本局人事労務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成22年度　産業廃棄物管理票関係 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成24年度　産業廃棄物管理票関係 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　産業廃棄物管理票関係 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1973年度 人事 研修 中央 昭和４８年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 研修 中央 昭和６２年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1988年度 人事 研修 中央 昭和６３年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1998年度 人事 研修 中央 平成１０年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 人事 研修 中央 平成１１年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 人事 研修 中央 平成１２年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2001年度 人事 研修 中央 平成１３年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 人事 研修 中央 平成１４年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 人事 研修 中央 平成１５年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 人事 研修 中央 平成16年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1990年度 人事 研修 中央 平成２年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1991年度 人事 研修 中央 平成３年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1992年度 人事 研修 中央 平成４年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1993年度 人事 研修 中央 平成５年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

Page 49



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

1994年度 人事 研修 中央 平成６年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 人事 研修 中央 平成７年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 人事 研修 中央 平成８年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 人事 研修 中央 平成９年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1989年度 人事 研修 中央 平成元年度長期部内集合研修修了者成績台帳 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物台帳 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 本局人事労務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物台帳 本局人事労務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般
平成22年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般
平成23年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般
平成24年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局人事労務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成24年度　超過勤務等命令簿 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般
平成25年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局人事労務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　超過勤務等命令簿 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 研修 平成１７年度　中央研修（修了者台帳） 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 研修 平成１8年度　中央研修（修了者台帳） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　中央技術系研修 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　中央研修（階層別） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　中央技術系研修 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　中央研修（階層別） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　産業廃棄物管理票関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物台帳 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2014年度 人事労務 管理運営 一般
平成26年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　超過勤務等命令簿 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　中央技術系研修 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　中央研修（階層別） 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

コンプライアン
ス

平成２４年度　コンプライアンス関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

コンプライアン
ス

平成２５年度　コンプライアンス関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２４年度　リスク管理 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２５年度　リスク管理 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

コンプライアン
ス

平成２６年度　コンプライアンス関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２６年度　リスク管理 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 一般 平成２２年度　規程改正 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 一般 平成２３年度　規程改正 本局経営企画部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

一般 平成２４年度　規程改正 本局経営企画部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

一般 平成２５年度　規程改正 本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理
リスク・コンプ
ライアンス

一般 平成２６年度　規程改正 本局経営企画部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年度　出納員現金出納簿 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年度　出納員現金出納簿 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　出納員現金出納簿 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 役職員の死亡の際における事務要領 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対外広報 平成２４年度　イベント関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 一般 平成２４年度　広報計画 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対外広報 平成２４年度　ホームページ管理 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　局報 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対外広報 平成２５年度　イベント関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 一般 平成２５年度　広報計画 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対外広報 平成２５年度　ホームページ管理 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　局報 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 一般 平成２２年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 一般 平成２２年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 経営管理 一般 平成２３年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 経営管理 一般 平成２３年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 一般 平成２４年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 一般 平成２４年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2013年度 経営管理 広報 対外広報 平成２５年度　広報活動支援等委託業務 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 一般 平成２５年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 一般 平成２５年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度　改刷対応(Ｄ二千円券） 本局経営企画部長 2001年4月1日 20年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：10年

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度　印刷局史編集 本局経営企画部長 2001年4月1日 20年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務 管理運営 広報 平成１３年度　印刷局史編集 本局経営企画部長 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：10年

1985年度 総務 管理運営 広報 昭和６０年度　年報 本局経営企画部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1987年度 総務 管理運営 広報 昭和６２年度　年報 本局総務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 広報 昭和６２年度　時報 本局経営企画部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 広報 昭和６３年度　年報 本局経営企画部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 広報 昭和６３年度　時報 本局経営企画部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 広報 平成元年度　年報 本局経営企画部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 広報 平成元年度　時報 本局経営企画部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 広報 平成２年度　年報 本局経営企画部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 広報 平成２年度　時報 本局経営企画部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 広報 平成３年度　年報 本局経営企画部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 広報 平成３年度　時報 本局経営企画部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 広報 平成４年度　年報 本局経営企画部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 広報 平成４年度　時報 本局経営企画部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 広報 平成５年度　時報 本局経営企画部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 広報 平成６年度　時報 本局経営企画部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 広報 平成７年度　時報 本局経営企画部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 広報 平成８年度　時報 本局経営企画部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
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1997年度 総務 管理運営 広報 平成９年度　時報 本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 広報 平成１０年度　時報 本局経営企画部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 広報 平成１１年度　時報 本局経営企画部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度　時報 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 平成１３年度　時報 本局経営企画部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 広報 平成１４年度　時報 本局経営企画部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2003年度 経営管理 管理運営 広報 平成１５年度　時報 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2004年度 経営管理 管理運営 広報 平成１６年度　時報 本局経営企画部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2005年度 経営管理 経営管理 一般 平成１７年　広報規則・細則等の制定関係 本局経営企画部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 経営管理 管理運営 広報 平成１７年度　時報 本局経営企画部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2006年度 経営管理 管理運営 広報 平成１８年度　時報 本局経営企画部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2007年度 経営管理 経営管理 一般 平成１９年　広報規則・細則等の制定関係 本局経営企画部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 経営管理 管理運営 広報 平成１９年度　時報 本局経営企画部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2008年度 経営管理 管理運営 広報 平成２０年度　時報 本局経営企画部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 広報 平成２１年度　時報 本局経営企画部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 一般 平成２２年　広報規則・細則等の制定関係 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　時報 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成２３年度　時報 本局経営企画部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　時報 本局経営企画部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 一般 平成２５年　広報規則・細則等の制定関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　時報 本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1971年度 総務 管理運営 広報 昭和４６年度　印刷局事業案内(政府印刷事業１００年) 本局経営企画部長 1972年4月1日 50年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1982年3月31日
延長期間：40年

1979年度 総務 管理運営 広報 昭和５３年度　年報 本局経営企画部長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年
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1979年度 総務 管理運営 広報 昭和５５年　局内広報誌・時報 本局経営企画部長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1980年度 総務 管理運営 広報 昭和５４年度　年報 本局経営企画部長 1981年4月1日 60年 2041年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

1980年度 総務 管理運営 広報 昭和５６年　局内広報誌・時報 本局経営企画部長 1981年4月1日 60年 2041年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

1981年度 総務 管理運営 広報 昭和５５年度　年報 本局経営企画部長 1982年4月1日 60年 2042年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1981年度 総務 管理運営 広報 昭和５７年　局内広報誌・時報 本局経営企画部長 1982年4月1日 60年 2042年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1948年度 総務 管理運営 広報 昭和２３年度　年報 本局総務部長 1949年4月1日 90年 2039年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1949年度 総務 管理運営 広報 昭和２４年度　年報 本局経営企画部長 1950年4月1日 90年 2040年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

1950年度 総務 管理運営 広報 局内広報誌・時報(第２０７～２７６号) 本局経営企画部長 1951年4月1日 90年 2041年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 一般 平成２６年度　現金等価物管理台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 一般 平成２６年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 一般 平成２６年度　広報計画 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対外広報 平成２６年度　イベント関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対外広報 平成２６年度　ホームページ管理 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対外広報 平成２６年度　取材関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　局報 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　時報 本局経営企画部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 一般 平成２６年　広報規則・細則等の制定関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　業務改善活動 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善
平成２６年　国立印刷局規則・細則・要領等（業務改善活
動関係）

本局経営企画部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織
平成２６年　国立印刷局規則・細則・要領等（組織・職制関
係）

本局経営企画部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２６年度　常勤職員数の報告等 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　事業継続関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　統計調査等 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

Page 55



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　予算関係（経費請求） 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２６年度　組織関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２６年度　要員関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２６年度　会議関係（その他重要な会議） 本局経営企画部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２６年度　会議関係（部長会） 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２６年度　会議関係（理事会） 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２６年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　業務改善活動 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善
平成２５年度　国立印刷局規則・細則・要領等（業務改善
活動関係）

本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織
平成２５年度　国立印刷局規則・細則・要領等（組織・職制
関係）

本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２５年度　常勤職員数の報告等 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　セキュリティ・レポート 本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　事業継続マネジメント 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２３年度　組織関係 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：7年

2012年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２４年度　組織関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：7年

2011年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２３年度　要員関係 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：7年

2012年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２４年度　要員関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：7年

2012年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２４年度　会議関係（部長会） 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２４年度　会議関係（理事会） 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２５年度　会議関係（部長会） 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２５年度　会議関係（理事会） 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局要領 本局総務部長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
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2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局要領 本局総務部長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局要領 本局総務部長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領 本局総務部長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領 本局総務部長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局要領 本局総務部長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局要領 本局総務部長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局要領 本局総務部長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　国立印刷局要領 本局総務部長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局細則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　文書管理関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 情報公開 平成２５年度　法人文書ファイル管理簿 本局総務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 情報公開 平成２６年度　法人文書ファイル管理簿 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　法人文書管理状況調査 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　文書管理関係（文書点検・整理週間） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　法人文書監査 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　公印の制定及び改廃 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　法務研修 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　規程管理簿 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　押印記録簿 本局総務部長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書接受簿 本局総務部長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局規則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局要領 本局総務部長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金出納簿 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度  出張計画書・復命書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般
独立行政法人国立印刷局個人情報管理規則の一部を改
正する規則

本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局個人情報管理細則の一部を改正する細則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般
地方機関における契約先から取得する個人番号取扱要
領

本局総務部長 2017年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般
独立行政法人国立印刷局個人情報管理規則等の一部を
改正する規則

本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局個人情報管理細則等の一部を改正する細則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局情報公開事務等要領を廃止する要領 本局総務部長 2017年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局情報公開事務等要領 本局総務部長 2017年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局個人情報保護事務等要領を廃止する要領 本局総務部長 2017年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局個人情報保護事務等要領 本局総務部長 2017年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 法務管理 情報公開 平成１３年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 法務管理 情報公開 平成１４年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 情報公開 平成１５年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 情報公開 平成１６年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 情報公開 平成１７年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 情報公開 平成１８年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 情報公開 平成１９年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 情報公開 平成２０年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2010年度 総務 法務管理 情報公開 平成２１年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 情報公開 平成２２年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 情報公開 平成２３年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 情報公開 平成２４年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 情報公開 平成２５年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 情報公開 平成２６年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 情報公開 平成２７年度　情報公開開示請求 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 情報公開 平成２７年度　情報公開開示請求に関する異議申立て 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 情報公開 平成２７年度　情報公開関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成２７年度　個人情報保護関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２７年度　印刷局秘密管理簿 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２７年度　開示対象者名簿 本局総務部長 未定 秘密取扱期間 未定 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２７年度　秘密管理マニュアル 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２７年度　秘密管理状況の点検 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 訟務 平成２６年（ワ）第３１５６４号損害賠償請求事件 本局総務部長 未定 訴訟終了後１０年 未定 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 訟務 平成２７年度　官公署からの照会 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 訟務 平成２７年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 訟務 平成２７年度　法律相談 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 一般 平成２７年度　役員変更登記 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 一般 平成２７年度　資本金変更登記 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 給与 平成２８年　国立印刷局細則（人事給与） 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 給与 平成２８年　国立印刷局要領（人事給与） 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修　(本局) 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修(報告) 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　職員研修計画(研修管理) 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修(長期委託等研修) 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修(部外委託) 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修(部内集合) 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修(報告) 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　早期退職募集 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　高齢者雇用 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　印刷局表彰 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事
平成２７年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　外部表彰 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　勤務に関する意見書 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　採用試験 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　叙位･叙勲 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　職員録 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　人事情報提供願 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　退職 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　発令通知原義書 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　人事に関する調査・報告書 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　診断書 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係（組合休暇） 本局総務部長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　育児休業 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　休日振替等 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　勤務時間関係 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　兼業許可 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　公務員倫理 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　職員の服務 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　職員の服務制度 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　服務関係（外国出張申請） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 障害者差別解消法関係 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成27年度　産業廃棄物管理票関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般
平成27年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　超過勤務等命令簿 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成27年度　中央技術系研修 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成27年度　中央研修（階層別） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成27年度　環境保全関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成27年度　安全衛生関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年　文書上申決裁簿（簡易決裁） 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　文書上申決裁簿（簡易決裁） 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年　規程管理簿 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　規程管理簿 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

コンプライアン
ス

平成２７年度　コンプライアンス関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２７年度　リスク管理 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

一般 平成２７年度　規程改正 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成27年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成27年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物管理台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 広報 一般 平成２７年度　広報計画 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 一般 平成２８年度　広報計画 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対外広報 平成２７年度　イベント関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対外広報 平成２７年度　ホームページ管理 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対外広報 平成２７年度　取材関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対内広報 平成２７年度　局報 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対内広報 平成２７年度　時報（冊子） 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対内広報 平成２７年度　時報編集・発行 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 一般 平成２７年度　広報規則・細則 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 一般 平成２７年度　広報要領 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1942年度 総務 広報 対内広報 昭和１０年度～１６年度　年報 本局人事労務部長 1943年4月1日 90年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1947年度 総務 広報 対内広報 昭和１７年度～２０年度　年報 本局人事労務部長 1948年4月1日 90年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年

1948年度 総務 広報 対内広報 昭和２１年度、２２年度　年報 本局人事労務部長 1949年4月1日 90年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：30年

1951年度 総務 広報 対内広報 昭和２５年度　年報 本局人事労務部長 1952年4月1日 90年 2042年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：30年

1952年度 総務 広報 対内広報 昭和２６年度　年報 本局人事労務部長 1953年4月1日 90年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：30年

1953年度 総務 広報 対内広報 昭和２７年度　年報 本局人事労務部長 1954年4月1日 90年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：30年

1954年度 総務 広報 対内広報 昭和２８年度　年報 本局人事労務部長 1955年4月1日 90年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：30年

1955年度 総務 広報 対内広報 昭和２９年度　年報 本局人事労務部長 1956年4月1日 90年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年
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1957年度 総務 広報 対内広報 昭和３１年度　年報 本局人事労務部長 1958年4月1日 60年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1988年3月31日
延長期間：30年

1958年度 総務 広報 対内広報 昭和３２年度　年報 本局人事労務部長 1959年4月1日 60年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1989年3月31日
延長期間：30年

1959年度 総務 広報 対内広報 昭和３３年度　年報 本局人事労務部長 1960年4月1日 60年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1990年3月31日
延長期間：30年

1960年度 総務 広報 対内広報 昭和３４年度　年報 本局人事労務部長 1961年4月1日 60年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1991年3月31日
延長期間：30年

1961年度 総務 広報 対内広報 昭和３５年度　年報 本局人事労務部長 1962年4月1日 60年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1992年3月31日
延長期間：30年

1962年度 総務 広報 対内広報 昭和３６年度　年報 本局人事労務部長 1963年4月1日 60年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1993年3月31日
延長期間：30年

1963年度 総務 広報 対内広報 昭和３７年度　年報 本局人事労務部長 1964年4月1日 60年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1994年3月31日
延長期間：30年

1964年度 総務 広報 対内広報 昭和３８年度　年報 本局人事労務部長 1965年4月1日 60年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1995年3月31日
延長期間：30年

1965年度 総務 広報 対内広報 昭和３９年度　年報 本局人事労務部長 1966年4月1日 60年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1996年3月31日
延長期間：30年

1966年度 総務 広報 対内広報 昭和４０年度　年報 本局人事労務部長 1967年4月1日 60年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1997年3月31日
延長期間：30年

1967年度 総務 広報 対内広報 昭和４１年度　年報 本局人事労務部長 1968年4月1日 60年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1998年3月31日
延長期間：30年

1968年度 総務 広報 対内広報 昭和４２年度　年報 本局人事労務部長 1969年4月1日 60年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1999年3月31日
延長期間：30年

1969年度 総務 広報 対内広報 昭和４３年度　年報 本局人事労務部長 1970年4月1日 60年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2000年3月31日
延長期間：30年

1970年度 総務 広報 対内広報 昭和４４年度　年報 本局人事労務部長 1971年4月1日 60年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2001年3月31日
延長期間：30年

1971年度 総務 広報 対内広報 昭和４５年度　年報 本局人事労務部長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 総務 広報 対内広報 昭和４６年度　年報 本局人事労務部長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1973年度 総務 広報 対内広報 昭和４７年度　年報 本局人事労務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1974年度 総務 広報 対内広報 昭和４８年度　年報 本局人事労務部長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1975年度 総務 広報 対内広報 昭和４９年度　年報 本局人事労務部長 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：30年

1976年度 総務 広報 対内広報 昭和５０年度　年報 本局人事労務部長 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：30年

1977年度 総務 広報 対内広報 昭和５１年度　年報 本局人事労務部長 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年

1978年度 総務 広報 対内広報 昭和５２年度　年報 本局人事労務部長 1979年4月1日 60年 2039年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：30年

1982年度 総務 広報 対内広報 昭和５６年度　年報 本局人事労務部長 1983年4月1日 60年 2043年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：30年
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1983年度 総務 広報 対内広報 昭和５７年度　年報 本局人事労務部長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：30年

1984年度 総務 広報 対内広報 昭和５８年度　年報 本局人事労務部長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：30年

1985年度 総務 広報 対内広報 昭和５９年度　年報 本局人事労務部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1994年度 総務 広報 対内広報 平成５年度　年報 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 広報 対内広報 平成６年度　年報 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 広報 対内広報 平成７年度　年報 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 広報 対内広報 平成８年度　年報 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1998年度 総務 広報 対内広報 平成９年度　年報 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 広報 対内広報 平成１０年度　年報 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 広報 対内広報 平成１１年度　年報 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 広報 対内広報 平成１２年度　年報 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 広報 対内広報 平成１３年度　年報 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2003年度 総務 広報 対内広報 平成１４年度　年報 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 総務 業務改善 平成２７年度　業務改善活動 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　国立印刷局規則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 組織・要員 要員 平成２７年度　常勤職員数の報告等 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 運営管理 総括 平成２７年度　事業継続関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 総括 平成２７年度　統計調査等 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 組織・要員 組織 平成２７年度　組織関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 組織・要員 要員 平成２７年度　要員関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　会議関係（その他重要な会議） 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　会議関係（部長会） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　会議関係（理事会） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２７年度　国会その他対外関係 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　経費請求関係 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 運営管理 総括 平成２７年度　決裁再委任 本局総務部長 2016年4月1日 変更後１年 未定 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 運営管理 総括 平成２７年度　内部統制関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　資産関係 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合ワーキンググループ資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合協議資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合研修等資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合準備室設置資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合設備整備資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合説明資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 工場統合体制検討資料
本局工場統合準備
室長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　統計調査等 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　秘密保持誓約書 本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　本局の仮移転 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 総括 平成２２年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 総括 平成２３年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成２４年度　調査・計画関係（決裁文書綴） 本局経営企画部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 機構定員 昭和６２年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 機構定員 昭和６３年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
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1998年度 総務 管理運営 機構定員 平成１０年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 機構定員 平成１１年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 機構定員 平成１２年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 機構定員 平成２年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 機構定員 平成３年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 機構定員 平成４年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 機構定員 平成５年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 機構定員 平成６年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 機構定員 平成７年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 機構定員 平成８年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 機構定員 平成９年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 機構定員 平成元年度　印刷局組織規程の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 機構定員 平成13年度　印刷局組織規則の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 機構定員 平成14年度　印刷局組織規則の一部を改正する訓令 本局経営企画部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄

2009年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２１年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２２年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2011年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２３年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２４年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２５年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２６年度　国会その他対外関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　本局の仮移転 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　国立印刷局規則・細則 本局経営企画室長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　厚生関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　厚生予算 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　食堂関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　団体交渉議事録（１） 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　団体交渉議事録（２） 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　中央労働委員会 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　労働協約 本局総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　労務処理状況（１） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　労務処理状況（２） 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 総括 平成２８年度　統計調査等 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　会議関係（その他重要な会議） 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　会議関係（部長会） 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　会議関係（理事会） 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２８年度　国会その他対外関係 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　経費請求関係 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　内部統制関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　国立印刷局規則・細則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 総務 業務改善 平成２８年度　業務改善活動 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 要員 平成２８年度　常勤職員数の報告等 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　事業継続関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 組織 平成２８年度　組織関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
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2016年度 総務 組織・要員 要員 平成２８年度　要員関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　資産関係 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 情報公開 平成２７年度　法人文書ファイル管理簿 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　法人文書管理状況調査 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　法人文書監査 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　電子証明書の発行申請関係 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　文書実務研修 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　規程管理簿 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 電子情報 サーバ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　押印記録簿 本局総務部長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　文書接受簿 本局総務部長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　国立印刷局要領 本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金出納簿 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度  出張計画書・復命書 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 情報公開 平成２７年度　情報公開開示請求状況一覧表 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 情報公開 平成２８年度　情報公開開示請求 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 情報公開 平成２８年度　情報公開関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成２８年度　個人情報保護関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２８年度　印刷局秘密管理簿 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２８年度　開示対象者名簿 本局総務部長 未定 秘密取扱期間 未定 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
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2016年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２８年度　秘密管理マニュアル 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 秘密管理 平成２８年度　秘密管理状況の点検 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 訟務 平成２８年度　官公署からの照会 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 訟務 平成２８年度　法律相談 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 一般 平成２８年度　役員変更登記 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 一般 平成２８年度　資本金変更登記 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　国立公文書館からの照会等 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　外部研修 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　集中管理書庫関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　法人文書点検・整理週間 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　公文書管理研修 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　国立公文書館からの照会等 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　外部研修 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　集中管理書庫関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　文書管理関係 本局総務部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　法人文書点検・整理週間 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　公文書管理研修 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　設備投資 総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　設備投資 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般
地方機関における契約先から取得する個人番号取扱要
領の一部を改正する要領について

本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般
印刷局LANによる秘密に指定された発信文書の送受信に
係る実施要領

本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般
法人文書の開示等の決定に係る理事長が指定する事案
について

本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 訟務
平成２８年（ワ）第２１５４０号国家公務員災害補償請求事
件

本局総務部長 未定 訴訟終了後１０年 未定 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
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2016年度 総務 法務管理 訟務 弁護士委任契約 本局総務部長 未定 契約終了後１０年 未定 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局個人情報管理細則の一部を改正する細則 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局情報公開事務等要領の一部を改正する要領 本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理
国立印刷局個人情報保護事務等要領の一部を改正する
要領

本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申簿 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成２８年　国立印刷局規則（人事給与） 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成２８年　国立印刷局細則（人事給与） 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成２８年　国立印刷局要領（人事給与） 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 給与 平成２９年　国立印刷局細則（人事給与） 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 給与 平成２９年　国立印刷局要領（人事給与） 本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修　(本局) 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修(報告) 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　職員研修計画(研修管理) 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修(長期委託等研修) 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修(部外委託) 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修(部内集合) 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修(報告) 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　早期退職募集 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　高齢者雇用 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　身上調査表 本局総務部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　印刷局表彰 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事
平成２８年度　印刷局表彰（永年勤務者表彰等受彰者名
簿）

本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　外部表彰 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　勤務に関する意見書 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　採用試験 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　叙位･叙勲 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　職員録 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　人事情報提供願 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　退職 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　発令通知原義書 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　人事に関する調査・報告書 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　診断書 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係（組合休暇） 本局総務部長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　育児休業 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　休日振替等 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤務時間関係 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　兼業許可 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　公務員倫理 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　職員の服務 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　職員の服務制度 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　服務関係（外国出張申請） 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　産業廃棄物管理票関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般
平成28年度　金銭支払いのための意思決定文書(公共料
金）

本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　超過勤務等命令簿 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　環境保全関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　文書上申決裁簿（簡易決裁） 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　規程管理簿 本局総務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成28年度　中央技術系研修 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成28年度　中央研修（階層別） 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年  国立印刷局要領 本局総務部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度  資産管理関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度  予算管理関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度  研修関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成28年度  防災関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度  官公庁等提出書類 本局総務部長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

コンプライアン
ス

平成２８年度　コンプライアンス関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２８年度　リスク管理 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

一般 平成２８年度　規程改正 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物管理台帳 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 一般 平成２９年度　広報計画 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　イベント関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　ホームページ管理 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　取材関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　局報 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　時報（冊子） 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
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2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　時報編集・発行 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 一般 平成２８年度　広報規則・細則 本局総務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 一般 平成２８年度　広報要領 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対外広報 平成２７年度　東京工場見学再開関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　工場見学の統一化関係 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報
平成２８年度　工場見学のオンライン予約・国の施設開放
関係

本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　静岡工場見学再開関係 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成28年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 一般 平成28年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２８年度　厚生関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２８年度　厚生予算 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２８年度　食堂関係 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎（自動車の保管場所）貸与等申請書 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎取得計画 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎貸与申請書 本局総務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　団体交渉議事録（１） 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　団体交渉議事録（２） 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　中央労働委員会 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　労働協約 本局総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　労務処理状況（１） 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　労務処理状況（２） 本局総務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 訟務 平成２１年度　弁護士委嘱 本局総務部長 2010年4月1日 13年 2023年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：6年
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2013年度 総務 法務管理 情報公開 平成２５年度　情報公開関係 本局総務部長 2014年4月1日 6年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：3年

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年度　文書管理関係（秘密管理） 本局総務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

1956年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和３１年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1957年4月1日 90年 2047年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

1986年度 人事 栄典表彰 表彰 昭和６１年度　永年勤務者表彰等受彰者名簿 本局人事労務部長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

1986年度 人事 任免 一般 昭和６１年度　勤務に関する意見書 本局人事労務部長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

1986年度 人事 任免 任免 昭和６１年度　発令通知原議書 本局人事労務部長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 集中書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

1986年度 人事 服務 服務 昭和６１年度職員の服務 本局人事労務部長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 書庫F 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

2006年度 人事労務 人事給与 研修 平成１８年度　国立印刷局細則（研修） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：20年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　機関研修　(本局) 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修(長期委託等研修) 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修(部外委託) 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修(部内集合) 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

1986年度 総務 管理運営 広報 昭和６１年度　年報 本局経営企画部長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 書庫 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２５年度　組織関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：7年

2013年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２５年度　要員関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：7年

1956年度 総務 広報 対内広報 昭和３０年度　年報 本局人事労務部長 1957年4月1日 90年 2047年3月31日 紙 事務室 本局総務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1959年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1961年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1962年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1963年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1964年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1967年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1968年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1969年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1972年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1973年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1953年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1957年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1958年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1975年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1979年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1982年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1983年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1991年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 計画通知書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 厚生施設構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 厚生施設構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 厚生施設構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 厚生施設構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 厚生施設構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 厚生施設構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 厚生施設新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 厚生施設新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 厚生施設新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 厚生施設新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 厚生施設新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 厚生施設新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

Page 76



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

1972年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1973年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 厚生施設模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1969年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1972年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1973年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1974年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1975年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1979年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1982年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1983年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1998年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 工場建物構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 工場耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 工場耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 工場耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 工場耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1969年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1979年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 宿舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 宿舎耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 宿舎耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 宿舎耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 昭和４５年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1972年度 製造 設備 管理 昭和４７年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1975年度 製造 設備 管理 昭和５０年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 昭和５１年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 昭和５１年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 昭和５２年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 昭和５２年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 昭和５２年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 昭和５３年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 昭和５６年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1982年度 製造 設備 管理 昭和５７年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1983年度 製造 設備 管理 昭和５８年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 昭和５９年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 昭和５９年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 昭和５９年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 昭和６１年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 昭和６１年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1969年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1972年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1973年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1974年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1975年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1979年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1982年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1983年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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1987年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 都内宿舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1972年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1973年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1974年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1975年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1979年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1982年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1983年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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1986年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 都内宿舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 文化財遺跡調査報告書（設計） 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 文化財遺跡調査報告書（設計） 本局総務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 文化財遺跡調査報告書（設計） 本局総務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 文化財遺跡調査報告書（設計） 本局総務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度都区届出書　（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度都区届出書（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成１５年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成１５年度電気設備届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成１６年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成１６年度電気設備届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１６年度都区届出書（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度都区届出書　（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度都区届出書　（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度都区届出書　（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度都区届出書　（水道、下水等）（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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1995年度 製造 設備 管理 平成７年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度電気設備等届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度消防設備設置届出書（設備） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度消防設備設置届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度都区届出書　（水道、下水等） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 本局，宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1969年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1982年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 本局庁舎構造計算書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1972年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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1982年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 本局庁舎新築設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 本局庁舎耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 本局庁舎耐震診断報告書（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1969年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1970年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1971年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1972年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1973年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1974年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1976年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1977年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1978年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1979年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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1983年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1984年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 本局庁舎模様替設計図（設計） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　国立印刷局細則 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　設計図・構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　国立印刷局細則 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　設計図、構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　国立印刷局細則 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　国立印刷局要領 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　設計図、構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　国立印刷局細則 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　国立印刷局要領 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　設計図、構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　国立印刷局細則 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　国立印刷局要領 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　設計図、構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　国立印刷局細則 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　国立印刷局要領 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　設計図、構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　官公庁等提出書類 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　設計図、構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　設計図、構造計算書（実行案件） 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　工事台帳 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事台帳 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事台帳 本局総務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書(印刷) 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書(製紙) 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備等仕様書（印刷） 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備等仕様書（製紙） 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度機械取得資料 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械関係概算書 本局開発部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　設備等仕様書 本局開発部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度機械取得資料 本局開発部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２１年度　機械関係概算書 本局開発部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２１年度　設備等仕様書 本局開発部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２１年度機械取得資料 本局開発部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械関係概算書 本局開発部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　設備等仕様書 本局開発部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度機械取得資料 本局開発部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械取得資料 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備等仕様書 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理
委託　平成２５年度　現場代理人等送付書、下検査報告
書、工事（製造等）監督報告書

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 委託　平成２５年度　工事監督細則関係書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 委託　平成２５年度　工事設計図書作成書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 委託　平成２５年度　工事打合せ簿、工事監督日誌
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 委託　平成２５年度　仕様書（原図）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 委託　平成２５年度　実行案件概算書（本局契約分）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 委託　平成２５年度　実施工程表、日報
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 厚生施設構造計算書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 厚生施設新築設計図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 厚生施設模様替設計図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　機器承諾図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理
工事　平成２５年度　現場代理人等送付書、下検査報告
書、工事（製造等）監督報告書

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　工事監督細則関係書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　工事写真
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　工事設計図書作成書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　工事打合せ簿、工事監督日誌
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　施工計画書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　施工図・承諾図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　実行案件概算書（本局契約分）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工事　平成２５年度　実施工程表、日報
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工場建物構造計算書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 工場耐震診断報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 実行案件設計図書（TIFデータ）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 宿舎構造計算書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 都内宿舎新築設計図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　営繕工事価格等積算要領
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　確認申請書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　建築保全業務価格等積算要領
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　建物等新設・改造等計画書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　公共工事設計労務単価表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　工事監督細則
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　工事監督細則運用要領
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　工事台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理
平成２５年度　行政財産に係る年度予算編成のための積
算資料（11月提出）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理
平成２５年度　行政財産に係る年度予算編成のための積
算資料（6月提出）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　小規模修繕工事（150万円未満）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　小規模修繕工事（６0万円未満）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　消防設備設置届
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　電気設備等届出書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　都区届出書（水道、下水道）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　保守点検概算書作成書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　保守点検結果表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 本局耐震診断報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 本局庁舎構造計算書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 本局庁舎新築設計図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 設備管理
委託　平成２４年度　現場代理人等送付書、下検査報告
書、工事（製造等）監督報告書

本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 委託　平成２４年度　工事監督細則関係書類 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 委託　平成２４年度　工事設計図書作成書類 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 委託　平成２４年度　工事打合せ簿、工事監督日誌 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 委託　平成２４年度　仕様書（原図） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 委託　平成２４年度　実行案件概算書（本局契約分） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 委託　平成２４年度　実施工程表、日報 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2007年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2008年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 厚生施設模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　機器承諾図 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理
工事　平成２４年度　現場代理人等送付書、下検査報告
書、工事（製造等）監督報告書

本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　工事監督細則関係書類 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　工事写真 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　工事設計図書作成書類 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　工事打合せ簿、工事監督日誌 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　施工計画書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　施工図・承諾図 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　実行案件概算書（本局契約分） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工事　平成２４年度　実施工程表、日報 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工場建物構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 工場耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 実行案件設計図書（TIFデータ） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 宿舎耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2011年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 都内宿舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 設備管理 文化財遺跡調査報告書 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 平成１４年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 平成１４年度　工事監督細則 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 平成１４年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 平成１４年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 平成１４年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 平成１５年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 平成１５年度　工事監督細則 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 平成１５年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 平成１５年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 平成１５年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 平成１６年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 平成１６年度　工事監督細則 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 平成１６年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 平成１６年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 平成１６年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　工事監督細則 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　工事監督細則 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　営繕工事価格等積算要領 本局総務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　建築保全業務価格等積算要領 本局総務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事監督細則 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事監督細則運用要領 本局総務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　営繕工事価格等積算要領 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　建築保全業務価格等積算要領 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事監督細則 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事監督細則運用要領 本局総務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　営繕工事価格等積算要領 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　建築保全業務価格等積算要領 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　工事監督細則 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　工事監督細則運用要領 本局総務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　営繕工事価格等積算要領 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　建築保全業務価格等積算要領 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事監督細則 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事監督細則運用要領 本局総務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　営繕工事価格等積算要領 本局総務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　建築保全業務価格等積算要領 本局総務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事監督細則 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事監督細則運用要領 本局総務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　営繕工事価格等積算要領 本局総務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　確認申請書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　建築保全業務価格等積算要領 本局総務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　建物等新設・改造等計画書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　公共工事設計労務単価表 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事監督細則 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事監督細則運用要領 本局総務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事台帳 本局総務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理
平成２４年度　行政財産に係る年度予算編成のための積
算資料（11月提出）

本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理
平成２４年度　行政財産に係る年度予算編成のための積
算資料（6月提出）

本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙
大型ｺﾋﾟｰ

室
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小規模修繕工事（150万円未満） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小規模修繕工事（６0万円未満） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　消防設備設置届 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　電気設備等届出書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　都区届出書（水道、下水道） 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　保守点検概算書作成書類 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　保守点検結果表 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2011年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 本局、宿舎及び厚生施設建築設備機器図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 本局耐震診断報告書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎構造計算書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎新築設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 本局庁舎模様替設計図 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械関係概算書 本局開発部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備等仕様書 本局開発部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度機械取得資料 本局開発部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械関係概算書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　設備等仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度機械取得資料
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2008年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２０年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2009年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２１年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２２年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿（計画） 本局総務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 DVD 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿（計画） 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 DVD 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿（計画） 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 DVD 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年文書上申簿 本局総務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 DVD 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　研修関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　研修関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　安全衛生関係（安全作業基準）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定 見直しまで 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　安全衛生関係（安全作業基準）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定 見直しまで 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　安全衛生関係（安全作業基準）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定 見直しまで 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係（安全作業基準）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定 見直しまで 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係（安全作業基準）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定 見直しまで 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生委員会）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生委員会）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械関係概算書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備等仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度機械取得資料
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備事故報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　研修関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生委員会）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全点検総括表）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　工事設計図書作成・工事監督書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設計図・構造計画書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　官公庁等提出書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　積算標準関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　国立印刷局細則
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　国立印刷局要領
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　工事台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　小規模工事関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　保守点検概算書作成書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　保守点検結果表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　生産設備等試運転記録表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2006年度 経営管理 組織・要員 組織 平成１８年度　組織関係 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 システム管理関係 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度研修関係 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度現金等価物台帳 本局人事労務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度出張計画書・復命書 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度予算管理関係 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　国立印刷局規則（安全衛生） 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　国立印刷局細則（安全衛生） 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　国立印刷局要領（安全衛生） 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度災害補償 本局人事労務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　災害補償（療養補償） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　災害補償報告書 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　規則（安全衛生） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　規則（安全衛生） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　災害補償（療養補償） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　災害補償報告書 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　細則（安全衛生） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　災害補償（療養補償） 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　災害補償報告書 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　細則（安全衛生） 本局人事労務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成23年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成23年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係（健康診断結果） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係（人間ドック） 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係（統計資料） 本局人事労務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係（安全統計資料） 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
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2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係（衛生統計資料） 本局人事労務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係（健康診断結果） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係（人間ドック） 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 安全衛生医療 安全衛生 安全衛生関係（健康情報の提供同意書） 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 安全衛生医療 安全衛生 平成１７年度　災害補償（療養補償） 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 安全衛生医療 安全衛生 平成１７年度　災害補償報告書 本局人事労務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 医療 管理運営 平成１８年度　診療契約関係（ドック・健診を含む。） 本局人事労務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 医療 管理運営 平成１９年度　診療契約関係（ドック・健診を含む。） 本局人事労務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成24年度　各種報告書 本局人事労務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 管理運営 平成25年度　各種報告書 本局人事労務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成13年度災害補償認定 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度災害補償認定 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度療養補償 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度療養補償 本局人事労務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１６年度療養補償 本局人事労務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1971年度 総務 環境安全 医療 昭和４６年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 総務 環境安全 医療 昭和４７年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1975年度 総務 環境安全 医療 昭和５０年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：30年

1976年度 総務 環境安全 医療 昭和５１年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：30年

1977年度 総務 環境安全 医療 昭和５２年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年

1985年度 総務 環境安全 医療 昭和６０年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：30年

1987年度 総務 環境安全 医療 昭和６２年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
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1987年度 総務 環境安全 医療 昭和６２年度診療契約 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1987年度 総務 環境安全 医療 昭和６２年度人間ドック 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1988年度 総務 環境安全 医療 昭和６３年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1988年度 総務 環境安全 医療 昭和６３年度診療契約 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 医療 平成１０年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 医療 平成１０年度診療契約 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 医療 平成１０年度人間ドック 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 医療 平成１１年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 医療 平成１２年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 医療 平成１３年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 医療 平成14年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1990年度 総務 環境安全 医療 平成２年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1990年度 総務 環境安全 医療 平成２年度人間ドック 本局人事労務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1991年度 総務 環境安全 医療 平成３年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1992年度 総務 環境安全 医療 平成４年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1992年度 総務 環境安全 医療 平成４年度人間ドック 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 医療 平成５年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 医療 平成５年度診療契約 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 医療 平成５年度人間ドック 本局人事労務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 医療 平成６年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 医療 平成６年度診療契約 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 医療 平成６年度人間ドック 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1995年度 総務 環境安全 医療 平成７年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
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1995年度 総務 環境安全 医療 平成７年度人間ドック 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 医療 平成８年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 医療 平成８年度人間ドック 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 医療 平成９年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 医療 平成９年度診療契約 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 医療 平成９年度人間ドック 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1989年度 総務 環境安全 医療 平成元年度開設承認事項（各病院・各診療所） 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1989年度 総務 環境安全 医療 平成元年度人間ドック 本局人事労務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 一般 医療事故防止対策要領 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 平成７年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度診療事務規程の改廃 本局人事労務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申簿 本局人事労務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿 本局人事労務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局人事労務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄
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2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局人事労務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 本局人事労務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申簿 本局人事労務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申簿 本局人事労務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2007年度 経営企画 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌 東京病院長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 経営企画 広報 対内広報 平成２０年度　広報誌 東京病院長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 経営企画 広報 対内広報 平成２１年度　広報誌 東京病院長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 経営企画 広報 対内広報 平成２２年度　広報誌 東京病院長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 経営企画 広報 対内広報 平成２３年度　広報誌 東京病院長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営企画 広報 対内広報 平成２４年度　広報誌 東京病院長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度　発令原議（任免） 東京病院長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度　発令原議（任免） 東京病院長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度　発令原議（任免） 東京病院長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度　発令原議（任免） 東京病院長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度　発令原議（任免） 東京病院長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度　発令原議（任免） 東京病院長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度　発令原議（任免） 東京病院長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度　発令原議（任免） 東京病院長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度　発令原議（任免） 東京病院長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度　発令原議（任免） 東京病院長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度　発令原議（任免） 東京病院長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度　発令原議（任免） 東京病院長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 東京病院長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 調査 平成元年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 調査 平成２年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 調査 平成３年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 調査 平成４年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 調査 平成５年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 調査 平成６年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 調査 平成７年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 調査 平成８年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 調査 平成９年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 調査 平成１０年度　勤務に関する意見書 東京病院長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 調査 平成１１年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 調査 平成１２年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 調査 平成１３年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 調査 平成１４年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成１５年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 調査 平成１６年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 東京病院長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　研修関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　資産管理関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　採用 東京病院長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　採用 東京病院長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　採用 東京病院長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　採用 東京病院長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 東京病院長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　身体障害者雇用状況調査 東京病院長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　社会保険 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書（任免） 東京病院長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 東京病院長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 東京病院長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 東京病院長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 東京病院長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 東京病院長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 東京病院長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 東京病院長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 東京病院長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 東京病院長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　雇用保険 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　服務関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　特別休暇（育児休業） 東京病院長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　宿日直整理簿 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　給与関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　超勤協定書 東京病院長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　超勤協定書 東京病院長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　超勤協定書 東京病院長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　超勤協定書 東京病院長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　超勤協定書 東京病院長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　超勤協定書 東京病院長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　協定届 東京病院長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　協定届 東京病院長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　協定届 東京病院長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　協定届 東京病院長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　協定届 東京病院長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　協定届 東京病院長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　災害補償 東京病院長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　災害補償 東京病院長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　災害補償 東京病院長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　宿日直関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 医療 管理運営 委託契約関係 東京病院長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　実習関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　各種報告書（報告・申請・届出） 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　雇用契約書 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1988年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第４回生） 東京病院長 1989年4月1日 60年 2049年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1958年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第５回生） 東京病院長 1959年4月1日 60年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1989年3月31日
延長期間：30年

1959年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第６回生） 東京病院長 1960年4月1日 60年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1990年3月31日
延長期間：30年

1960年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第７回生） 東京病院長 1961年4月1日 60年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1991年3月31日
延長期間：30年

1961年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第８回生） 東京病院長 1962年4月1日 60年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1992年3月31日
延長期間：30年

1962年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第９回生） 東京病院長 1963年4月1日 60年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1993年3月31日
延長期間：30年

1963年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１０回生） 東京病院長 1964年4月1日 60年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1994年3月31日
延長期間：30年

1964年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１１回生） 東京病院長 1965年4月1日 60年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1995年3月31日
延長期間：30年

1965年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１２回生） 東京病院長 1966年4月1日 60年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1996年3月31日
延長期間：30年

1966年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１３回生） 東京病院長 1967年4月1日 60年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1997年3月31日
延長期間：30年

1967年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１４回生） 東京病院長 1968年4月1日 60年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1998年3月31日
延長期間：30年

1968年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１５回生） 東京病院長 1969年4月1日 60年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1999年3月31日
延長期間：30年

1969年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１６回生） 東京病院長 1970年4月1日 60年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2000年3月31日
延長期間：30年

1970年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１７回生） 東京病院長 1971年4月1日 60年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2001年3月31日
延長期間：30年

1971年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１８回生） 東京病院長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第１９回生） 東京病院長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1973年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２０回生） 東京病院長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1974年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２１回生） 東京病院長 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：30年

1975年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２２回生） 東京病院長 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：30年

1976年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２３回生） 東京病院長 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：30年

1977年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２４回生） 東京病院長 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：30年
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1978年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２５回生） 東京病院長 1979年4月1日 60年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：30年

1979年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２６回生） 東京病院長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1980年度 人事労務 医療 管理運営 学籍簿（第２７回生） 東京病院長 1981年4月1日 60年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：30年

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　保険委員会 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　病院運営会議 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　手術室運営会議 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　医療安全管理・対策会議 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　感染予防対策委員会 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　褥瘡予防対策委員会 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　臨床検査適正委員会 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 医療 医療 平成２１年度　医療関係申請・届出（受理） 東京病院長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 医療 医療 平成２２年度　医療関係申請・届出（受理） 東京病院長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 医療 医療 平成２３年度　医療関係申請・届出（受理） 東京病院長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　医療関係申請・届出（受理） 東京病院長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 人事労務 医療 医療 平成１５年　東京病院細則 東京病院長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 人事労務 医療 医療 平成１６年　東京病院細則 東京病院長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 人事労務 医療 医療 平成１７年　東京病院細則 東京病院長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 医療 医療 平成１８年　東京病院細則 東京病院長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 医療 医療 平成１９年　東京病院細則 東京病院長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 医療 医療 平成２０年　東京病院細則 東京病院長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 医療 医療 平成２０年　東京病院要領 東京病院長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 医療 医療 平成２１年　東京病院要領 東京病院長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 医療 医療 平成２２年　東京病院細則 東京病院長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2009年度 人事労務 医療 医療 平成２２年　東京病院要領 東京病院長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 医療 医療 平成２３年　東京病院細則 東京病院長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 医療 医療 平成２４年　東京病院細則 東京病院長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療報酬請求 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療報酬関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療情報開示関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療報酬等決定通知 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 人事労務 医療 医療 名称変更に伴う各種届 東京病院長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 医療 医療 関係事項変更等届 東京病院長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　統計資料（患者数・診療収入等） 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生活動実施計画 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　現金出納帳（金種票） 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表 東京病院長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　合計残高試算表 東京病院長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表 東京病院長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払に関する帳票 東京病院長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払に関する帳票 東京病院長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払に関する帳票 東京病院長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係（購入） 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得計画 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 文書管理 平成６年　文書上申決裁簿 東京病院長 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 文書管理 平成７年　文書上申決裁簿 東京病院長 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申決裁簿 東京病院長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申決裁簿 東京病院長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申決裁簿 東京病院長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申決裁簿 東京病院長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申決裁簿 東京病院長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申決裁簿 東京病院長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年　文書上申決裁簿 東京病院長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申決裁簿 東京病院長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申決裁簿 東京病院長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 人事労務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 東京病院長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 東京病院長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 東京病院長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 東京病院長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 東京病院長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 東京病院長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 東京病院長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 東京病院長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 東京病院長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 医療 平成１３年度　医療関係 東京病院長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 医療 平成１４年度　医療関係 東京病院長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 医療 平成１５年度　医療関係 東京病院長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 人事労務 安全衛生医療 医療 平成１６年度　医療関係 東京病院長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 人事労務 安全衛生医療 医療 平成１７年度　医療関係 東京病院長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2006年度 人事労務 医療 医療 平成１８年度　医療関係 東京病院長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 医療 医療 平成１９年度　医療関係 東京病院長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 医療 医療 平成２０年度　医療関係 東京病院長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　会議・打合せ会関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　固定資産関係簿 東京病院長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　固定資産関係簿 東京病院長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　固定資産関係簿 東京病院長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　固定資産関係簿 東京病院長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　報告書関係 東京病院長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　報告書関係（収納） 東京病院長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　報告書関係（収納） 東京病院長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　現預金残高報告書 東京病院長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　現預金残高報告書 東京病院長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　現預金残高報告書 東京病院長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　予算管理 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　業務委託契約書（食堂） 東京病院長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　構内管理関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　暴力団排除関係 東京病院長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　日計表 東京病院長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　日計表 東京病院長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　日計表 東京病院長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 官公庁等提出書類（新診療棟） 東京病院長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 官公庁等提出書類（新病棟） 東京病院長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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1996年度 製造 設備 管理 官公庁等提出書類（電気主任技術者） 東京病院長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成22年度帳簿・帳票 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度出納員現金出納簿 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　出納員現金出納簿 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　出納員現金出納簿 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　予算管理関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　出納員現金出納簿 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　予算管理関係 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　人間ドック・健康診断関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　放射線 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　人間ドック・健康診断関係 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　放射線 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　各種報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 管理運営 平成２５年度　各種報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度研修関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度現金等価物台帳 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　国立印刷局細則（安全衛生） 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　国立印刷局要領（安全衛生） 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係（安全統計資料） 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係（衛生統計資料） 本局人事労務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

Page 120



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　出納員現金出納簿 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　予算管理関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　人間ドック・健康診断関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　放射線 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　各種報告書 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 管理運営 平成２６年度　各種報告書 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 管理運営 平成２６年度　届出書関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　診療録等 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 管理運営 平成２６年度　開設承認事項（本局診療所） 本局人事労務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 管理運営 平成２６年度　雇用契約書 本局人事労務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　医薬品購入関係 本局人事労務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成24年度　環境保全関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　環境保全関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 印刷局公害防止規程の改廃 本局経営企画部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　環境保全関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
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2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年度　出張計画書・復命書 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　出張計画書・復命書 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 経営管理 組織・要員 組織 事務センターの検討 本局人事労務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 給与 平成２０年　国立印刷局要領 本局人事労務部長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年　国立印刷局要領 本局人事労務部長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 人事給与 給与 平成２４年　国立印刷局細則 本局総務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 人事給与 給与 平成２４年　国立印刷局要領 本局総務部長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 人事給与 給与 平成２５年　国立印刷局細則 本局総務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 人事給与 給与 平成２５年　国立印刷局要領 本局総務部長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2000年度 人事 給与 諸手当 住居手当 本局人事労務部長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　退職者分住居手当 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　退職者分住居手当 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2000年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当 本局人事労務部長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　退職者分単身赴任手当 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　退職者分単身赴任手当 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2000年度 人事 給与 諸手当 通勤手当 本局人事労務部長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　退職者分通勤手当 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　退職者分通勤手当 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2000年度 人事 給与 諸手当 扶養手当 本局人事労務部長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　退職者分扶養手当 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　退職者分扶養手当 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　人事給与関係届 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　人事給与関係届 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 口座振込申出書 本局人事労務部長 未定
申出に係る口座
振込終了後１年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 給与支給明細書電子交付承諾書 本局総務部長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 給与 平成２０年度　債権差押 本局人事労務部長 2013年4月1日 要件終了後7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２１年度　債権差押 本局人事労務部長 2012年4月1日 要件終了後7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年　給与簿 本局人事労務部長 2011年1月1日 7年 2017年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年　源泉徴収票 本局人事労務部長 2011年1月1日 7年 2017年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年　住宅控除等申告書 本局人事労務部長 2011年1月1日 7年 2017年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年　扶養控除等申告書 本局人事労務部長 2011年1月1日 7年 2017年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年　保険料等申告書 本局人事労務部長 2011年1月1日 7年 2017年12月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　給与返納関係 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　扶養控除等調査・是正 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　法定調書 本局人事労務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２２年度　債権差押 本局人事労務部長 2011年4月1日 要件終了後7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年　給与簿 本局人事労務部長 2012年1月1日 7年 2018年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年　源泉徴収票 本局人事労務部長 2012年1月1日 7年 2018年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年　住宅控除等申告書 本局人事労務部長 2012年1月1日 7年 2018年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年　扶養控除等申告書 本局人事労務部長 2012年1月1日 7年 2018年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年　保険料等申告書 本局人事労務部長 2012年1月1日 7年 2018年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　給与返納関係 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　扶養控除等調査・是正 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　法定調書 本局人事労務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２３年度　債権差押 本局人事労務部長 2013年4月1日 要件終了後7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年　源泉徴収票 本局総務部長 2013年1月1日 7年 2019年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年　給与簿 本局総務部長 2013年1月1日 7年 2019年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年　住宅控除等申告書 本局総務部長 2013年1月1日 7年 2019年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年　扶養控除等申告書 本局総務部長 2013年1月1日 7年 2019年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年　保険料等申告書 本局総務部長 2013年1月1日 7年 2019年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　給与返納関係 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　扶養控除等調査・是正 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　法定調書 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　債権差押 本局総務部長 2014年4月1日 要件終了後7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　住民税決定・変更通知書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　給与所得者異動届出書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２４年度　自治体調査 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　源泉徴収票 本局総務部長 2014年1月1日 7年 2020年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　給与簿 本局総務部長 2014年1月1日 7年 2020年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　住宅控除等申告書 本局総務部長 2014年1月1日 7年 2020年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　扶養控除等申告書 本局総務部長 2014年1月1日 7年 2020年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年　保険料等申告書 本局総務部長 2014年1月1日 7年 2020年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　給与返納関係 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　扶養控除等調査・是正 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　法定調書 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　住民税決定・変更通知書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　給与所得者異動届出書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２５年度　自治体調査 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　給与簿 本局総務部長 2015年1月1日 7年 2021年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　源泉徴収票 本局総務部長 2015年1月1日 7年 2021年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　住宅控除等申告書 本局総務部長 2015年1月1日 7年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　扶養控除等申告書 本局総務部長 2015年1月1日 7年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　保険料等申告書 本局総務部長 2015年1月1日 7年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身分証明書発行簿 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身分証明書発行簿 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（出勤簿） 本局総務部長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 電子情報
就業管理
システム

本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２４年度　財形貯蓄　一般財形払出請求書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２４年度　財形貯蓄　公文書、事務連絡、決裁文書綴 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２４年度　財形貯蓄　控除預入明細書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 共済
平成２４年度　財形貯蓄　財形貯蓄等記録簿（解約・満
期）

本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２４年度　財形貯蓄　残高通知書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２５度　財形貯蓄　公文書、事務連絡、決裁文書綴 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２５年度　財形貯蓄　一般財形払出請求書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２５年度　財形貯蓄　控除預入明細書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 共済
平成２５年度　財形貯蓄　財形貯蓄等記録簿（解約・満
期）

本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2013年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２５年度　財形貯蓄　残高通知書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度　通達改正　（宿泊所等管理運営要綱） 本局人事労務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 厚生管理 厚生 財形貯蓄覚書 本局人事労務部長 未定 契約終了後３年 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 厚生管理 厚生 財形貯蓄等記録簿 本局人事労務部長 未定 契約終了後３年 未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 情報管理 システム管理 就業管理システム 本局人事労務部長 未定
システム廃止後３
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 情報管理 システム管理 人事・給与システム 本局人事労務部長 未定
システム廃止後３
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 情報管理 システム管理 通勤管理システム 本局人事労務部長 未定
システム廃止後３
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 情報管理 システム管理 平成２０年度　人事・給与システム再構築資料 本局人事労務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：5年

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　研修 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　研修 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　退職者分住居手当 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　退職者分単身赴任手当 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　退職者分通勤手当 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　退職者分扶養手当 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　人事給与関係届 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　給与返納関係 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　扶養控除等調査・是正 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　法定調書 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　住民税決定・変更通知書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　給与所得者異動届出書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　自治体調査 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年度　給与総括表 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　給与簿 本局総務部長 2016年1月1日 7年 2022年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　源泉徴収票 本局総務部長 2016年1月1日 7年 2022年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　住宅控除等申告書 本局総務部長 2016年1月1日 7年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　扶養控除等申告書 本局総務部長 2016年1月1日 7年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成２７年　保険料等申告書 本局総務部長 2016年1月1日 7年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身分証明書発行簿 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係（出勤簿） 本局総務部長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 電子情報
就業管理
システム

本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２６度　財形貯蓄　公文書、事務連絡、決裁文書綴 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２６年度　財形貯蓄　一般財形払出請求書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２６年度　財形貯蓄　控除預入明細書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 共済
平成２６年度　財形貯蓄　財形貯蓄等記録簿（解約・満
期）

本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 共済 平成２６年度　財形貯蓄　残高通知書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年　国立印刷局細則 本局総務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年　国立印刷局細則 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 人事給与 給与 平成２７年　国立印刷局細則 本局総務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 人事給与 給与 平成２７年　国立印刷局要領 本局総務部長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度規程（制定・改正） 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度　規程 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１８年度　規程 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成１９年度　規程 本局総務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２０年度　規程 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄
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2009年度 総務 管理運営 一般 平成２１年度　規程 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　規程 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　規程 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　規程 本局総務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　研修 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　取得等計画書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　年度計画 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　規程 本局総務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　研修 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　取得計画 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 電子計算 平成１２年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 電子計算 平成１３年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 電子計算 平成１４年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 電子計算 平成１４年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 電子計算 平成１５年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 電子計算 平成１５年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 電子計算 平成１６年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 電子計算 平成１６年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申簿 本局総務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申簿 本局総務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申簿 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申簿 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年　文書上申簿 本局総務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄
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1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申簿 本局総務部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申簿 本局総務部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 情報管理 システム管理
平成１７年度　システム管理関係（印刷局ネットワークシス
テム資料）

本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 情報管理 システム管理 平成１７年度　システム管理関係（統合業務システム） 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 情報管理 システム管理 平成１８年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 情報管理 システム管理 平成１８年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 情報管理 システム管理 平成１９年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 情報管理 システム管理 平成１９年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 情報管理 システム管理 平成２０年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 集中書庫 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 情報管理 システム管理 平成２０年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 情報管理 システム管理 平成２１年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 情報管理 システム管理 平成２１年度統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 情報管理 システム管理 平成２２年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 情報管理 システム管理 平成２２年度　統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 情報管理 システム管理 平成２３年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 情報管理 システム管理 平成２３年度　業務・システム最適化計画 本局総務部長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 情報管理 システム管理 平成２３年度　情報セキュリティ 本局総務部長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 情報管理 システム管理 平成２３年度　統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　印刷局ネットワークシステム資料 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　業務・システム最適化計画 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　情報セキュリティ 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　情報資産 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　情報資産 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　印刷局ネットワークシステム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　業務・システム最適化計画 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　情報セキュリティ 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　年度計画 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　規程 本局総務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　研修 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　取得計画 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　情報資産 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　情報資産 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　情報セキュリティ 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　業務・システム最適化計画 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　印刷局ネットワークシステム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般
平成２６年度　金銭の支払のための意思決定文書（公共
料金）

本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　電話関係 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 印刷局創立１２０周年記念行事 本局総務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 印刷局地震対策要綱の一部改正 本局総務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成12年度規程改正 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成13年度規程改正 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度規程（制定・改正） 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度規程（制定・改正） 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 本局総務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　決裁文書綴 本局総務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　決裁文書綴 本局総務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・命令書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　電話関係 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　決裁文書綴 本局総務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・命令書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1962年度 総務 管理運営 広報 大蔵省印刷局史（S37） 本局総務部長 1963年4月1日 60年 2023年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 大蔵省印刷局百年史 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 総括 平成２２年度　総務部運営計画 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 総括 平成２３年度　総務部運営計画 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 総括 平成２４年度　総務部運営計画 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 総括 平成２５年度　総務部運営計画 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 秘文書管理簿 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成２３年度　技術交流 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　技術交流 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　局内製造要求書 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　公共料金関係 本局総務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　自動車関係 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　局内製造要求書 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　公共料金関係 本局総務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　自動車関係 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　損害保険 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　構内管理関係 本局総務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成２５年度　損害保険 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成２５年度　構内管理関係 本局総務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　電話関係 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　決裁文書綴 本局総務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　研修関係 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　資産管理関係 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・命令書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　庶務関係（被服） 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 総括 平成２６年度　総務部運営計画 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　局内製造要求書 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　公共料金関係 本局総務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　自動車関係 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　損害保険 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　構内管理関係 本局総務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係 本局総務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2006年度 人事労務 管理運営 一般 平成19年　文書上申簿 本局経営企画部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 管理運営 一般 平成20年　文書上申簿 本局経営企画部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成21年　文書上申簿 本局経営企画部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１9年度　印刷局表彰 本局経営企画部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成20年度　印刷局表彰 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

Page 133



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成21年度　印刷局表彰 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成19年度　国立印刷局就業規則 本局経営企画部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１9年度　労働協約 本局経営企画部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成20年度　国立印刷局就業規則 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成20年度　労働協約 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成21年度　国立印刷局就業規則 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成17年　文書上申簿 本局経営企画部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成18年　文書上申簿 本局経営企画部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 公印管理 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申決裁簿 本局経営企画部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿 本局経営企画部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年文書上申簿 本局経営企画部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 構内管理 平成１9年度　防災関係（防火管理維持台帳） 本局経営企画部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 構内管理 平成20年度　防災関係（防火管理維持台帳） 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 構内管理 平成21年度　防災関係（防火管理維持台帳） 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成24年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成24年度　超過勤務命令簿 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成25年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成25年度　超過勤務命令簿 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2005年度 経営管理 広報 対外広報 平成１７年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2006年度 経営管理 広報 対外広報 平成１８年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対外広報 平成１９年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対外広報 平成20年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対外広報 平成21年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対外広報 平成22年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対外広報 平成23年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対外広報 平成24年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対外広報 平成24年度　広報用資料（収蔵品借用書） 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対外広報 平成25年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対外広報 平成25年度　広報用資料（収蔵品借用書） 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成20年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成21年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成22年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成23年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成24年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成25年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度　国立印刷局規則等 本局経営企画部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報
お札と切手の博物館開館３０周年記念誌　２１世紀の博物
館像を求めて

本局経営企画部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 広報 スタンホープ印刷機関係資料 本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 広報 収蔵品管理システム 本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 広報
図録　お雇い外国人エドアルド・キヨッソーネ没後１００年
展

本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 広報 図録　お札と切手の博物館 本局経営企画部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 広報 平成１0年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 広報 平成１0年度博物館ニュース 本局経営企画部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 広報 平成１１年度特別展解説書 本局経営企画部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 広報 平成１１年度特別展関係資料 本局経営企画部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 広報 平成１１年度博物館ニュース 本局経営企画部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度特別展解説書 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度特別展関係資料 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度博物館ニュース 本局経営企画部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 平成１３年度特別展解説書 本局経営企画部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 平成１３年度特別展関係資料 本局経営企画部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 平成１３年度博物館ニュース 本局経営企画部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 広報 平成14年度特別展解説書 本局経営企画部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 広報 平成14年度特別展関係資料 本局経営企画部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 広報 平成14年度博物館ニュース 本局経営企画部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 広報 平成15年度特別展解説書 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 広報 平成15年度特別展関係資料 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 広報 平成15年度博物館ニュース 本局経営企画部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2004年度 総務 管理運営 広報 平成16年度特別展解説書 本局経営企画部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 広報 平成16年度特別展関係資料 本局経営企画部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 広報 平成16年度博物館ニュース 本局経営企画部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 広報 平成４年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 広報 平成５年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 広報 平成６年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 広報 平成６年度博物館ニュース 本局経営企画部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 広報 平成７年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 広報 平成７年度博物館ニュース 本局経営企画部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 広報 平成８年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 広報 平成８年度博物館ニュース 本局経営企画部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 広報 平成９年度特別展関係資料 本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 広報 平成９年度博物館ニュース 本局経営企画部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１0年文書上申簿 本局経営企画部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿 本局経営企画部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局経営企画部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局経営企画部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 本局経営企画部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申簿 本局経営企画部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申簿 本局経営企画部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成24年度　文書管理関係（決裁文書） 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成25年度　文書管理関係（決裁文書） 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物台帳 本局経営企画部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成26年度　出張計画書・復命書 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成26年度　超過勤務命令簿 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成26年度　博物館協議会関係 本局経営企画部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対外広報 平成26年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局経営企画部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対外広報 平成26年度　広報用資料（収蔵品借用書） 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成26年度　広報誌（特別展解説書） 本局経営企画部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成26年度　文書管理関係（決裁文書） 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　機械関係概算書 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備等仕様書 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度機械取得資料 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備事故報告書 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　研修関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全点検総括表） 本局管理部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　工事設計図書作成・工事監督書類 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　工事設計図書作成・工事監督書類 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設計図・構造計画書 本局管理部長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　官公庁等提出書類 本局管理部長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄
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2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　積算標準関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　国立印刷局細則 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　国立印刷局要領 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　工事台帳 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　小規模工事関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　小規模工事関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　保守点検概算書作成書類 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　保守点検概算書作成書類 本局管理部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　保守点検結果表 本局管理部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　生産設備等試運転記録表 本局管理部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　国立印刷局細則 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　国立印刷局要領 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年度研修関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年度現金等価物台帳 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　国立印刷局細則（安全衛生） 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　国立印刷局要領（安全衛生） 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係（安全統計資料） 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係（衛生統計資料） 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　出納員現金出納簿 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　予算管理関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　人間ドック・健康診断関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄
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2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　放射線 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　各種報告書 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２７年度　各種報告書 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２７年度　届出書関係 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　診療録等 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２７年度　開設承認事項（本局診療所） 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２７年度　雇用契約書 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　医薬品購入関係 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　環境保全関係 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 共済 平成２７度　財形貯蓄　公文書、事務連絡、決裁文書綴 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 共済 平成２７年度　財形貯蓄　一般財形払出請求書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 共済 平成２７年度　財形貯蓄　控除預入明細書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 共済
平成２７年度　財形貯蓄　財形貯蓄等記録簿（解約・満
期）

本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 共済 平成２７年度　財形貯蓄　残高通知書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２８年　国立印刷局細則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　年度計画 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　規程 本局総務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　研修 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　取得計画 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 情報管理 システム管理 平成２７年度　情報資産 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 情報管理 システム管理 平成２７年度　情報資産 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 情報管理 システム管理 平成２７年度　情報セキュリティ 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄
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2015年度 管理 情報管理 システム管理 平成２７年度　印刷局ネットワークシステム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 情報管理 システム管理 平成２７年度　統合業務システム 本局総務部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般
平成２７年度　金銭の支払のための意思決定文書（公共
料金）

本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 情報管理 システム管理 平成２７年度　情報化等推進 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　電話関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　研修関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・命令書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　庶務関係（被服） 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 総括 平成２７年度　管理部運営計画 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　局内製造要求書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　公共料金関係 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　自動車関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　損害保険 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　構内管理関係 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２７年度　博物館協議会関係 本局管理部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対外広報 平成２７年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対外広報 平成２７年度　広報用資料（収蔵品借用書） 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 広報 対内広報 平成２７年度　広報誌（特別展解説書） 本局管理部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　文書管理関係（決裁文書） 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成27年度　個人番号書類等保管簿（共済・財形） 本局管理部長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成27年度　個人番号書類等授受簿（共済・財形） 本局管理部長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成27年度　個人番号書類等送付票（共済・財形） 本局管理部長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　内部規程 本局管理部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　退職者分住居手当 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　退職者分単身赴任手当 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　退職者分通勤手当 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　退職者分扶養手当 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　人事給与関係届 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　給与返納関係 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　扶養控除等調査・是正 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　法定調書 本局総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　住民税決定・変更通知書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　給与所得者異動届出書 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　自治体調査 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　給与総括表 本局総務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　給与簿 本局総務部長 2017年1月1日 7年 2023年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　源泉徴収票 本局総務部長 2017年1月1日 7年 2023年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　住宅控除等申告書 本局総務部長 2017年1月1日 7年 2023年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　扶養控除等申告書 本局総務部長 2017年1月1日 7年 2023年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　保険料等申告書 本局総務部長 2017年1月1日 7年 2023年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２７年度　身分証明書発行簿 本局総務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　勤怠関係（出勤簿） 本局総務部長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 電子情報
就業管理
システム

本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　国立印刷局細則 本局総務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年　国立印刷局要領 本局総務部長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２７年度　事務取扱担当者任命簿 本局管理部長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年度　事務取扱担当者任命簿 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年　個人番号書類等保管簿 本局管理部長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年　個人番号書類送付票 本局管理部長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

保有特定個人情報ファイル管理簿 本局管理部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

3781年度 総務 広報 対内広報
印刷局工場年報書（自第一回至第七回）（明治10年度～
13年度）

本局人事労務部長 1882年4月1日 150年 2032年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

3778年度 総務 広報 対内広報 新工場第一回報告（明治10年度上半期） 本局人事労務部長 1879年4月1日 150年 2029年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1999年3月31日
延長期間：30年

3778年度 総務 広報 対内広報 紙幣局工場　第二回報告（明治10年度下半期） 本局人事労務部長 1879年4月1日 150年 2029年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1999年3月31日
延長期間：30年

3779年度 総務 広報 対内広報 印刷局工場第四回報告書（明治11年度前半期） 本局人事労務部長 1880年4月1日 150年 2030年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2000年3月31日
延長期間：30年

3779年度 総務 広報 対内広報 印刷局工場第五回報告書（明治11年度後半期） 本局人事労務部長 1880年4月1日 150年 2030年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2000年3月31日
延長期間：30年

3780年度 総務 広報 対内広報 印刷局工場第七回報告書（明治12年度後半期） 本局人事労務部長 1881年4月1日 150年 2031年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2001年3月31日
延長期間：30年
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3783年度 総務 広報 対内広報 印刷局工場第拾壱回報告書（明治15年度前半期） 本局人事労務部長 1884年4月1日 150年 2034年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1919年度 総務 広報 対内広報 印刷局長第四拾五回年報書（大正7年度） 本局人事労務部長 1920年4月1日 120年 2040年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1930年度 総務 広報 対内広報 内閣印刷局長第五拾回年報書（昭和4年度） 本局人事労務部長 1931年4月1日 90年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1991年3月31日
延長期間：30年

1931年度 総務 広報 対内広報 内閣印刷局長第五拾壱回年報書（昭和5年度） 本局人事労務部長 1932年4月1日 90年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1992年3月31日
延長期間：30年

1933年度 総務 広報 対内広報 内閣印刷局長第五拾参回年報書（昭和7年度） 本局人事労務部長 1934年4月1日 90年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1994年3月31日
延長期間：30年

1934年度 総務 広報 対内広報 内閣印刷局長第五拾四回年報書（昭和8年度） 本局人事労務部長 1935年4月1日 90年 2025年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1995年3月31日
延長期間：30年

1935年度 総務 広報 対内広報 内閣印刷局第五拾五回年報書（昭和9年度） 本局人事労務部長 1936年4月1日 90年 2026年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1996年3月31日
延長期間：30年

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全点検総括表） 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成28年度研修関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成28年度現金等価物台帳 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成28年度　国立印刷局細則（安全衛生） 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成28年度　国立印刷局要領（安全衛生） 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成28年度　安全衛生関係（安全統計資料） 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成28年度　安全衛生関係（衛生統計資料） 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成28年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｄ 本局管理部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　出納員現金出納簿 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　予算管理関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　人間ドック・健康診断関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　各種報告書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２８年度　各種報告書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２８年度　届出書関係 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療録等 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 診療所 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２８年度　開設承認事項（本局診療所） 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２８年度　雇用契約書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　医薬品購入関係 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　環境保全関係 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 平成２８度　財形貯蓄　公文書、事務連絡、決裁文書綴 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 平成２８年度　財形貯蓄　一般財形払出請求書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 平成２８年度　財形貯蓄　控除預入明細書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済
平成２８年度　財形貯蓄　財形貯蓄等記録簿（解約・満
期）

本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 平成２８年度　財形貯蓄　残高通知書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　年度計画 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　規程 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　研修 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　取得計画 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　情報資産 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　情報資産 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　情報セキュリティ 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　印刷局ネットワークシステム 本局管理部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　統合業務システム 本局管理部長 未定
システム廃止後3
年

未定 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　情報化等推進 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　電話関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・命令書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　庶務関係（被服） 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 総括 平成２８年度　管理部運営計画 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 一般 平成２８年度　局内製造要求書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 一般 平成２８年度　公共料金関係 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 一般 平成２８年度　自動車関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　損害保険 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内管理関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　決裁文書綴 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 渉外 平成２８年度　博物館協議会関係 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　イベント（主催）特別展関係資料 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　広報用資料（収蔵品借用書） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　広報誌（特別展解説書） 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　文書管理関係（決裁文書） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成28年度　個人番号書類等保管簿（共済・財形） 本局管理部長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成28年度　個人番号書類等授受簿（共済・財形） 本局管理部長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成28年度　個人番号書類等送付票（共済・財形） 本局管理部長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　退職者分住居手当 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　退職者分単身赴任手当 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　退職者分通勤手当 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　退職者分扶養手当 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　人事給与関係届 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　金銭の支払いのための意思決定文書 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　給与返納関係 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　扶養控除等調査・是正 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　法定調書 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　住民税決定・変更通知書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　給与所得者異動届出書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　自治体調査 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　給与総括表 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　給与簿 本局管理部長 2018年1月1日 7年 2024年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　源泉徴収票 本局管理部長 2018年1月1日 7年 2024年12月31日 電子情報
人給シス

テム
本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　住宅控除等申告書 本局管理部長 2018年1月1日 7年 2024年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　扶養控除等申告書 本局管理部長 2018年1月1日 7年 2024年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　保険料等申告書 本局管理部長 2018年1月1日 7年 2024年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　身分証明書発行簿 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　勤怠関係（出勤簿） 本局管理部長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 電子情報
就業管理
システム

本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　国立印刷局細則 本局管理部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２９年　国立印刷局要領 本局管理部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　口座振込申出書（振込終了分） 本局管理部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 書庫D 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　退職者分給与支給明細書電子交付承諾書 本局管理部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 人事給与 平成２８年度　住民税通知書整理作業依頼書 本局管理部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２９年　個人番号書類等保管簿 本局管理部長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２９年　個人番号書類送付票 本局管理部長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２９年　保有特定個人情報ファイル管理簿 本局管理部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　研修関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 個人型確定拠出年金　事業主登録 本局管理部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 個人型確定拠出年金　要領 本局管理部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 共済 個人型確定拠出年金　要領 本局管理部長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械関係概算書 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備等仕様書 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械取得資料 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備事故報告書 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　研修関係 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局管理部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事設計図書作成・工事監督書類 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事設計図書作成・工事監督書類 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設計図・構造計画書 本局管理部長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　官公庁等提出書類 本局管理部長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　積算標準関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　国立印刷局細則 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　国立印刷局要領 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事台帳 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　小規模工事関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　小規模工事関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　保守点検概算書作成書類 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　保守点検概算書作成書類 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　保守点検結果表 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　生産設備等試運転記録表 本局管理部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備投資決裁関係 本局管理部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備投資計画関係（平成２８年度用） 本局管理部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備投資実績関係 本局管理部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　国立印刷局細則 本局管理部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　国立印刷局要領 本局管理部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　各種報告書 本局管理部長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙
事務室・書

庫
本局管理部長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備投資決裁関係 本局管理部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局管理部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 維持 国有財産旧台帳 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 維持 国有財産台帳 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和３４年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和３６年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和３７年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和３８年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和３９年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和３９年度測量 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４０年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和40年度測量 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４１年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４２年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４３年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４３年度測量 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４４年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４４年度測量 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４５年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 昭和４５年度測量 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1971年度 会計 管財 維持 昭和４６年度境界確認 本局財務部長 1972年4月1日 62年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：32年

1972年度 会計 管財 維持 昭和４７年度境界確認 本局財務部長 1973年4月1日 61年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：31年

2002年度 会計 管財 維持 昭和４７年度測量 本局財務部長 1973年4月1日 61年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：31年

1973年度 会計 管財 維持 昭和４８年度境界確認 本局財務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1973年度 会計 管財 維持 昭和４８年度測量 本局財務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年
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1987年度 会計 管財 維持 昭和６２年度境界確認 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 管財 維持 昭和６３年度境界確認 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 管財 維持 昭和６３年度測量 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 維持 平成１３年度境界確認 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 管財 維持 平成１４年度境界確認 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2004年度 会計 管財 維持 平成16年度固定資産管理細則等 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 維持 平成２年度境界確認 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 管財 維持 平成３年度境界確認 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 管財 維持 平成４年度境界確認 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 管財 維持 平成６年度境界確認 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 管財 維持 平成６年度測量 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 管財 維持 平成７年度境界確認 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 管財 維持 平成７年度測量 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 管財 維持 平成８年度境界確認 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 管財 維持 平成９年度境界確認 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 管財 維持 平成元年度境界確認 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２３年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２４年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２５年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２６年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２７年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２７年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２８年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 運用 昭和２８年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和２９年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３０年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３１年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３２年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３２年度土地等借上 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３２年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３３年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３４年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３５年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３６年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３６年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３７年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３８年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３８年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３９年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３９年度無償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和３９年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４０年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４０年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４１年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４１年度土地等借上 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４１年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 運用 昭和４２年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４２年度土地等借上 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４２年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４３年度土地等借上 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４３年度無償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４３年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４４年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４４年度譲与 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４４年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４５年度所管換 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４５年度土地等借上 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４５年度無償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 昭和４５年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 管財 運用 昭和６２年度無償貸付 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 管財 運用 昭和６２年度有償貸付 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 管財 運用 昭和６３年度有償貸付 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 運用 平成10年度種別替 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 運用 平成１０年度土地等借上 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 運用 平成10年度無償貸付 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 運用 平成10年度有償貸付 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 管財 運用 平成１１年度無償貸付 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 管財 運用 平成１１年度有償貸付 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 運用 平成１２年度無償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 運用 平成１２年度有償貸付 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 運用 平成１３年度所管換 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 運用 平成１３年度無償貸付 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 運用 平成１３年度有償貸付 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 管財 運用 平成１４年度所管換 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 管財 運用 平成１４年度無償貸付 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 管財 運用 平成１４年度有償貸付 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 管財 運用 平成１５年度無償貸付 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 管財 運用 平成１５年度有償貸付 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 運用 平成２年度土地等借上 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 運用 平成２年度有償貸付 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 運用 平成２年度用途変更 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 管財 運用 平成３年度有償貸付 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 管財 運用 平成３年度用途変更 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 管財 運用 平成４年度整理替 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 管財 運用 平成４年度無償貸付 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 管財 運用 平成４年度有償貸付 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 管財 運用 平成５年度有償貸付 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 管財 運用 平成６年度有償貸付 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 管財 運用 平成７年度土地等借上 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 管財 運用 平成７年度有償貸付 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 管財 運用 平成８年度有償貸付 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 管財 運用 平成９年度土地等借上 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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1997年度 会計 管財 運用 平成９年度無償貸付 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 管財 運用 平成９年度有償貸付 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 管財 運用 平成９年度用途変更 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 管財 運用 平成元年度土地等借上 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 管財 運用 平成元年度有償貸付 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和１８年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２１年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２２年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２３年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２４年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２５年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２６年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２７年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２８年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２８年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和２９年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３０年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３１年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３６年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３６年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３７年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３８年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和３９年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 取得 昭和４０年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４０年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４１年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４１年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４２年合築 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４２年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４２年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４３年合築 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４３年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４３年度土地等購入 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 昭和４４年度土地交換受渡 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1972年度 会計 管財 取得 昭和４７年度合築 本局財務部長 1973年4月1日 61年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1972年度 会計 管財 取得 昭和４７年度土地交換受渡 本局財務部長 1973年4月1日 61年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1973年度 会計 管財 取得 昭和４８年度合築 本局財務部長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1987年度 会計 管財 取得 昭和６２年度土地交換受渡 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 管財 取得 昭和６２年度特許権等登録 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 管財 取得 昭和６３年度特許権等登録 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 取得 平成１０年度寄付受納 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 管財 取得 平成10年度特許権等登録 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 管財 取得 平成１１年度特許権等登録 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 取得 平成１２年度特許権等登録 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 取得 平成１３年度寄付受納 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 取得 平成１３年度特許権等登録 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2002年度 会計 管財 取得 平成１４年度特許権等登録 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 管財 取得 平成１５年度合築 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 管財 取得 平成15年度土地等購入 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 管財 取得 平成１５年度特許権等登録 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2004年度 会計 管財 取得 平成１６年度特許権等登録 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2005年度 会計 管財 取得 平成１７年度特許権等登録 本局財務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 取得 平成２年度土地等購入 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 取得 平成２年度特許権等登録 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 管財 取得 平成３年度寄付受納 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 管財 取得 平成４年度特許権等登録 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 管財 取得 平成５年度特許権等登録 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 管財 取得 平成６年度特許権等登録 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 管財 取得 平成７年度特許権等登録 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 管財 取得 平成８年度特許権等登録 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 管財 取得 平成９年度特許権等登録 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 管財 取得 平成元年度合築 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 管財 取得 平成元年度特許権等登録 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和２５年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和２６年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和２８年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和２９年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３０年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３１年度境界確認 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 処分 昭和３２年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３３年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３４年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３５年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３６年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３７年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３８年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和３９年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和４０年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和４１年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和４２年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和４３年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和４４年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 処分 昭和４５年度土地売払 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1971年度 会計 管財 処分 昭和４６年度土地売払 本局財務部長 1972年4月1日 62年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1987年度 会計 管財 処分 昭和６２年度土地売払 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 管財 処分 昭和６３年度土地売払 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 管財 処分 平成１３年度土地売払 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 管財 処分 平成１４年度譲与 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 管財 処分 平成１４年度土地売払 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2004年度 会計 管財 処分 平成１６年度土地売払 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 管財 処分 平成２年度土地売払 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 管財 処分 平成３年度土地売払 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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1992年度 会計 管財 処分 平成４年度土地売払 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 管財 処分 平成５年度土地売払 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 管財 処分 平成６年度土地売払 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 管財 処分 平成７年度土地売払 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 管財 処分 平成元年度土地売払 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和２５年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和２６年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和２７年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和２８年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和２９年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３０年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３１年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３３年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３４年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３６年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３７年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３８年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３９年度区画整理 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３９年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和３年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和４０年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和４１年度区画整理 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2000年度 会計 管財 保存 昭和４１年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和４２年度区画整理 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和４３年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和４４年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 管財 保存 昭和４５年度所有権登記 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 管財 保存 昭和６３年度区画整理 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 管財 保存 平成４年度所有権登記 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 管財 保存 平成５年度区画整理 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 決算 会計検査 独立行政法人国立印刷局の計算証明について 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 月次決算 平成１０年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 月次決算 平成１０年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 月次決算 平成１１年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 月次決算 平成１１年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 月次決算 平成１２年度総括試算表（A） 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 月次決算 平成１２年度総括試算表（B） 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 月次決算 平成１３年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 月次決算 平成１３年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 決算 月次決算 平成１４年度総括試算表（A） 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 決算 月次決算 平成１４年度総括試算表（B） 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 月次決算 平成２年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 月次決算 平成２年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 月次決算 平成３年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 月次決算 平成３年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄
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1992年度 会計 決算 月次決算 平成４年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 決算 月次決算 平成４年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 月次決算 平成５年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 月次決算 平成５年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 月次決算 平成６年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 月次決算 平成６年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 月次決算 平成７年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 月次決算 平成７年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 決算 月次決算 平成８年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 決算 月次決算 平成８年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 月次決算 平成９年度総括試算表（Ａ） 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 月次決算 平成９年度総括試算表（Ｂ） 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 決算 帳簿 昭和６２年度総原簿 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 決算 帳簿 昭和６３年度総原簿 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 帳簿 平成１０年度総原簿 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 帳簿 平成１１年度総原簿 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 帳簿 平成１２年度総原簿 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 帳簿 平成１３年度総原簿 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 帳簿 平成２年度総原簿 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 帳簿 平成３年度総原簿 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 決算 帳簿 平成４年度総原簿 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 帳簿 平成５年度総原簿 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 帳簿 平成６年度総原簿 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄
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1995年度 会計 決算 帳簿 平成７年度総原簿 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 決算 帳簿 平成８年度総原簿 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 帳簿 平成９年度総原簿 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 決算 帳簿 平成元年度総原簿 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 決算 年次決算 昭和６２年度一般会計納付金 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 決算 年次決算 昭和６２年度期末整理 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 決算 年次決算 昭和６２年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 決算 年次決算 昭和６３年度一般会計納付金 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 決算 年次決算 昭和６３年度期末整理 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 決算 年次決算 昭和６３年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 年次決算 平成１０年度一般会計納付金 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 年次決算 平成１０年度期末整理 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 年次決算 平成１０年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 年次決算 平成１１年度一般会計納付金 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 年次決算 平成１１年度期末整理 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 年次決算 平成１１年度計算証明規則の改正 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 年次決算 平成１１年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 年次決算 平成１２年度一般会計納付金 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 年次決算 平成１２年度期末整理 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 年次決算 平成１２年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 年次決算 平成１３年度一般会計納付金 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 年次決算 平成１３年度期末整理 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 年次決算 平成１３年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2002年度 会計 決算 年次決算 平成14年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2003年度 会計 決算 年次決算 平成15事業年度財務諸表 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 年次決算 平成２年度一般会計納付金 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 年次決算 平成２年度印刷局会計事務取扱細則の改正 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 年次決算 平成２年度期末整理 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 年次決算 平成２年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 年次決算 平成３年度一般会計納付金 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 年次決算 平成３年度期末整理 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 年次決算 平成３年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 決算 年次決算 平成４年度一般会計納付金 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 決算 年次決算 平成４年度期末整理 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 決算 年次決算 平成４年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 年次決算 平成５年度一般会計納付金 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 年次決算 平成５年度期末整理 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 年次決算 平成５年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 年次決算 平成６年度一般会計納付金 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 年次決算 平成６年度期末整理 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 年次決算 平成６年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 年次決算 平成７年度一般会計納付金 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 年次決算 平成７年度期末整理 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 年次決算 平成７年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 年次決算 平成７年度大蔵省所管会計事務取扱規則の改正 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 決算 年次決算 平成８年度一般会計納付金 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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1996年度 会計 決算 年次決算 平成８年度期末整理 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 決算 年次決算 平成８年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 年次決算 平成９年度一般会計納付金 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 年次決算 平成９年度期末整理 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 年次決算 平成９年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 決算 年次決算 平成元年度一般会計納付金 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 決算 年次決算 平成元年度期末整理 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 決算 年次決算 平成元年度財務諸表附属明細表 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

1987年度 会計 決算 報告書 昭和６２年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1988年度 会計 決算 報告書 昭和６３年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 決算 報告書 平成１０年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 会計 決算 報告書 平成１１年度繰越額確定計算書 本局財務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 決算 報告書 平成１２年度繰越額確定計算書 本局財務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 会計 決算 報告書 平成１３年度繰越額確定計算書 本局財務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1990年度 会計 決算 報告書 平成２年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1991年度 会計 決算 報告書 平成３年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1992年度 会計 決算 報告書 平成４年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1993年度 会計 決算 報告書 平成５年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1994年度 会計 決算 報告書 平成６年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1995年度 会計 決算 報告書 平成７年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1996年度 会計 決算 報告書 平成８年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 会計 決算 報告書 平成９年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1989年度 会計 決算 報告書 平成元年度繰越額確定計算書 本局財務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2003年度 会計 支払 支出官 平成１５年度文書上申簿 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 会計 支払 支出官 平成16年度規定管理簿 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 会計 支払 支出官 平成16年度文書上申決裁簿 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2005年度 会計 支払 支出官 平成１７年度文書上申決裁簿 本局財務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 会計 支払 前渡官 平成１１年文書上申簿 本局財務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 会計 支払 前渡官 平成１３年文書上申簿 本局財務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2002年度 会計 支払 前渡官 平成１４年度文書上申簿 本局財務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 会計 予算 予算 資金管理に関する運用方針 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 経営管理 経営管理 業務運営 第２期中期計画作成 本局財務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２４年度　外部評価関係 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２５年度　外部評価関係 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2003年度 財務 管理運営 一般 平成１５年度　規則 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2003年度 財務 管理運営 一般 平成１５年度　調達細則 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2003年度 財務 管理運営 一般 平成１５年度　細則 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 財務 管理運営 一般 平成１６年度　規則 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 財務 管理運営 一般 平成１６年度　調達細則 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 財務 管理運営 一般 平成１６年度　細則 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　調達細則 本局財務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　要領 本局財務部長 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　細則 本局財務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　規則 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　細則 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　規則 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　要領 本局財務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　細則 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　要領 本局財務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　細則 本局財務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　規則 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　要領 本局財務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　細則 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　規則 本局財務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　要領 本局財務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　細則 本局財務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　要領 本局財務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　細則 本局財務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　規則 本局財務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　要領 本局財務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　細則 本局財務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　規則 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　要領 本局財務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　細則 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2004年度 財務 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿 本局財務部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 本局財務部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度文書上申決裁簿 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 本局財務部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　文書上申決裁簿 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿 本局財務部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　文書上申決裁簿 本局財務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２１年　規程管理簿 本局財務部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　契約監視委員会規則 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　文書上申決裁簿 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　契約監視委員会 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 本局財務部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　現金出納簿（収納Ｔ） 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　契約監視委員会 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 本局財務部長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　現金出納簿（収納Ｔ） 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　契約監視委員会 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2011年度 財務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿 本局財務部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　現金出納簿（収納Ｔ） 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　契約監視委員会 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿 本局財務部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　現金出納簿（収納Ｔ） 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 本局財務部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2004年度 財務 財務管理 決算 平成16事業年度財務諸表 本局財務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成17事業年度財務諸表 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成18事業年度財務諸表 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成19事業年度財務諸表 本局財務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２０事業年度財務諸表 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２１事業年度財務諸表 本局財務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２２事業年度財務諸表 本局財務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　総勘定元帳 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２３事業年度財務諸表 本局財務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　合計残高試算表 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄
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2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　総勘定元帳 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２４事業年度財務諸表 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　会計検査関係（実地検査（日程等の公文）） 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　総勘定元帳 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　年次決算（計算書等決議書） 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　会計検査関係（実地検査（日程等の公文）） 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　合計残高試算表 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　総勘定元帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　年次決算（計算書等決議書） 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 支払 平成１９年度供託 本局財務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 支払 平成１９年度決裁文書 本局財務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 支払 平成２０年度供託 本局財務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 支払 平成２１年度供託 本局財務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度供託 本局財務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度仕入先 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度決裁文書 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　現金出納簿 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　振込明細 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度最終支払台帳 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度暫定支払台帳 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度供託 本局財務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度仕入先 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　現金出納簿 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　振込明細 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度最終支払台帳 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度暫定支払台帳 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度供託 本局財務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度仕入先 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　現金出納簿 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　振込明細 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度決裁文書 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度最終支払台帳 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度暫定支払台帳 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度仕入先 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　決裁文書 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　現金出納簿 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　最終支払台帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

Page 170



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　暫定支払台帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　振込明細 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資金 会計関係規則・細則綴 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資金 平成１９年度　資金管理台帳 本局財務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資金 平成２０年度　資金管理台帳 本局財務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資金 平成２１年度　資金管理台帳 本局財務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資金 平成２２年度　資金管理台帳 本局財務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資金 平成２２年度　振替伝票 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資金 平成２３年度　資金管理台帳 本局財務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資金 平成２３年度　振替伝票 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　資金見込 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　損益見込資料 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　財政法２８条関係 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　資金管理台帳 本局財務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　資金繰関係綴 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　振替伝票 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　設備投資等計画関係 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　年間所要 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　資金見込 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　損益見込資料 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　財政法２８条関係 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　資金管理台帳 本局財務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　資金繰関係綴 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　振替伝票 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　設備投資等計画関係 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　年間所要 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　予算編成資料 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　予算編成資料（スプレッドシート） 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　予算編成資料 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　予算編成資料（スプレッドシート） 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産 平成１８年度土地売払 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産 平成１８年度特許権等登録 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成１９年度　土地等購入 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成１９年度　土地売払 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成１９年度　特許権等登録 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産 平成２０年度　土地売払 本局財務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産 平成２０年度　特許権等登録 本局財務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　土地売払 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　特許権等登録 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成２２年度　土地売払 本局財務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　土地売払 本局財務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得・処分関係 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産税 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　土地売払 本局財務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　無償使用承認 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　有償使用承認 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　取得・処分関係 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産税 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　土地等売払 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　無償使用承認 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　有償使用承認 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 収納 国立印刷局要領（収納事務取扱） 本局財務部長 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：10年

2008年度 財務 財務管理 収納 平成２０年度　決裁文書 本局財務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　決裁文書 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　承認依頼書 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　振替伝票 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　売掛金台帳 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　領収書 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　決裁文書 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　承認依頼書 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　振替伝票 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　売掛金台帳 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　領収書 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　決裁文書 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　承認依頼書 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　振替伝票 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　売掛金台帳 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　領収書 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

Page 173



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　決裁文書 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　承認依頼書 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　振替伝票 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　売掛金台帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　領収書 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2003年度 財務 管理運営 一般 平成１５年度　調達規則 本局財務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2003年度 財務 管理運営 一般 平成１５年度　調達要領 本局財務部長 2004年4月1日 21年 2025年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　調達規則 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　調達細則 本局財務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　調達細則 本局財務部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　調達要領 本局財務部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　調達細則 本局財務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　調達要領 本局財務部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　調達細則 本局財務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　調達要領 本局財務部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　調達細則 本局財務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　調達要領 本局財務部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　調達細則 本局財務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　調達要領 本局財務部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　調達細則 本局財務部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　調達要領 本局財務部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　調達規則 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　調達細則 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　調達要領 本局財務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　工事請負契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　購入契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　賃貸借契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　売払契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　役務請負契約 本局財務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　工事請負契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　購入契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　賃貸借契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　売払契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　役務請負契約 本局財務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　役員名簿綴 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　官公需 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　契約指導文書 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　工事請負契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　購入契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　資格審査関係 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　政府調達実績 本局財務部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　賃貸借契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　売払契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　役務請負契約 本局財務部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　役員名簿綴 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　官公需 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　契約指導文書 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　工事請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　購入契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　資格審査関係 本局財務部長 未定
有効期限満了後3
年

未定 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　障害者優先調達推進方針 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　政府調達実績 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　賃貸借契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　売払契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　役務請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申簿 本局財務部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿 本局財務部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局財務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局財務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局財務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年文書上申簿 本局財務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２５事業年度財務諸表 本局財務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２６年度　外部評価関係 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　規則 本局財務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　要領 本局財務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　細則 本局財務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　契約監視委員会 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　現金出納簿（収納Ｔ） 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 本局財務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　会計検査関係（実地検査（日程等の公文）） 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　合計残高試算表 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄
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2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　総勘定元帳 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　年次決算（計算書等決議書） 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度仕入先 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　決裁文書 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　現金出納簿 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　最終支払台帳 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　暫定支払台帳 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　振込明細 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　資金見込 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　損益見込資料 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　銀行勘定調整表綴 本局財務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　財政法２８条関係 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　資金移動（集中管理口座・その他）綴 本局財務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　資金管理台帳 本局財務部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　資金繰関係綴 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　振込振替結果シート 本局財務部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　振替伝票 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　設備投資等計画関係 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　年間所要 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　予算編成資料 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　予算編成資料（スプレッドシート） 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　取得・処分関係 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産税 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　土地等売払 本局財務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　無償使用承認 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　有償使用承認 本局財務部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　決裁文書 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　承認依頼書 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　振替伝票 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　売掛金台帳 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　領収書 本局財務部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　調達規則 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　調達細則 本局財務部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　調達要領 本局財務部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　役員名簿綴 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　官公需 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　契約指導文書 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　工事請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　購入契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　資格審査関係 本局財務部長 未定
有効期限満了後3
年

未定 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　障害者優先調達推進方針 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　政府調達実績 本局財務部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　賃貸借契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　売払契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　役務請負契約 本局財務部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２５事業年度財務諸表 本局財務部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２６事業年度財務諸表 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２７年度　外部評価関係 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　規則 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　要領 本局財務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　細則 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　契約監視委員会 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　現金出納簿 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２８年　規程管理簿 本局財務部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　会計検査関係（実地検査（日程等の公文）） 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　合計残高試算表 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　総勘定元帳 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄
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2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　年次決算（計算書等決議書） 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度仕入先 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　決裁文書 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　現金出納簿 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　最終支払台帳 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　暫定支払台帳 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　振込明細 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２７年度　特定個人情報管理簿 本局財務部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫Ｂ(金庫) 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 予算 平成２７年度　予算管理（予算執行状況報告書） 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 予算 平成２７年度　損益見込資料 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　銀行勘定調整表綴 本局財務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 予算 平成２７年度　財政法２８条関係 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　資金移動（集中管理口座・その他）綴 本局財務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　資金管理台帳 本局財務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　資金繰関係綴 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　振込振替結果シート 本局財務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　振替伝票 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 予算 平成２７年度　設備投資等計画関係 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　予算編成資料 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　予算編成資料（スプレッドシート） 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　取得・処分関係 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産税 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　無償使用承認 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　有償使用承認 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　決裁文書 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　承認依頼書 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　振替伝票 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　売掛金台帳 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　領収書 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　調達規則 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　調達細則 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　調達要領 本局財務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　役員名簿綴 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　官公需 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　契約に関する各種報告書 本局財務部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　契約指導文書 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　工事請負契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　購入契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　資格審査関係 本局財務部長 未定
有効期限満了後3
年

未定 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　障害者優先調達推進方針 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　政府調達実績 本局財務部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
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2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　賃貸借契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　売払契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　役務請負契約 本局財務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２４年度　申請・届出（会計監査人選定） 本局経営企画部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２５年度　申請・届出（会計監査人選定） 本局経営企画部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成２６年度　申請・届出（会計監査人選定） 本局経営企画部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７事業年度財務諸表 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　規則 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　要領 本局財務部長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　細則 本局財務部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　契約監視委員会 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　現金出納簿 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 本局財務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２９年　規程管理簿 本局財務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　会計検査関係（実地検査（日程等の公文）） 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　月次決算関係（予定費用） 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　合計残高試算表 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　総勘定元帳 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

Page 183



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　伝票（振替伝票） 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　年次決算（計算書等決議書） 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度仕入先 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　決裁文書 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　現金出納簿 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　最終支払台帳 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　暫定支払台帳 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払確認兼支払決議書 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　振込明細 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年度　特定個人情報管理簿 本局財務部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫Ｂ(金庫) 本局財務部長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年分　法定調書 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ(金庫) 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　会計監査人選定関係 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　予算管理（予算執行状況報告書） 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　銀行勘定調整表綴 本局財務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　財政法２８条関係 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　資金移動綴 本局財務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　資金管理台帳 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　資金繰関係綴 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　振込振替結果シート 本局財務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　振替伝票 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　設備投資等計画関係 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２９年度　予算編成資料 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　取得・処分関係 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄
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2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　固定資産税 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　無償使用承認 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　有償使用承認 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　決裁文書 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　承認依頼書 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　振替伝票 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　売掛金台帳 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　領収書 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　調達規則 本局財務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　調達細則 本局財務部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　調達要領 本局財務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　出張計画書・復命書 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　超過勤務命令簿 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　役員名簿綴 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　官公需 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　契約に関する各種報告書 本局財務部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　契約指導文書 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　工事請負契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　購入契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　資格審査関係 本局財務部長 未定
有効期限満了後3
年

未定 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　障害者優先調達推進方針 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　政府調達実績 本局財務部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

Page 185



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　製造･修理等請負契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｂ 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　製造加工等請負契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　賃貸借契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　売払契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成28年度　役務請負契約 本局財務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　要領 本局財務部長 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資金 会計関係要領綴 本局財務部長 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資金 口座管理 本局財務部長 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：10年

2007年度 財務 財務管理 資金 平成１９年度　資金繰関係綴 本局財務部長 2008年4月1日 11年 2019年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：10年

2007年度 財務 財務管理 資金 平成１９年度資金繰関係綴（受取利息） 本局財務部長 2008年4月1日 13年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：10年

2008年度 財務 財務管理 資金 平成２０年度資金繰関係綴（受取利息） 本局財務部長 2009年4月1日 12年 2021年3月31日 紙 事務室 本局財務部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：10年

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　報告書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　報告書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　資金管理
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　予算管理
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　資金管理
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　予算管理
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　契約整理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　工事請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　購入契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　製造・修理等請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　役務請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　契約整理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　工事請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　購入契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　製造・修理等請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　役務請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　契約整理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　工事請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　購入契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　製造・修理等請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　役務請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　契約整理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　工事請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　購入契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　製造・修理等請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　役務請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2004年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 事業管理 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２４年度　調査関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２５年度　調査関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カ－ド・附属書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成1９年　休暇簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１８年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成1９年度　労使協定
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労使協定
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労使協定
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

Page 188



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成1７年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２０年度　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２１年度　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 文書管理 平成５年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 文書管理 平成６年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 文書管理 平成７年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 文書管理 平成７年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　公共料金関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　公共料金関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　設備投資計画資料
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　設備投資計画資料
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般
平成１７年度　固定資産関係簿（固定資産台帳（写）及び
少額資産台帳）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般
平成１７年度　固定資産関係簿（固定資産台帳（写）建物・
土地・構築物）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　現預金残高報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　合計残高試算表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　現預金残高報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資金 平成２４年度　資金管理（資金移動依頼兼申請書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資金 平成２５年度　資金管理（資金移動依頼兼申請書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産
平成１７年度　境界確認・測量関係（固定資産（出張所・宿
舎）図面等）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産
平成１７年度　境界確認・測量関係（固定資産（土地）調査
及び測量関係）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 平成１７年度　処分関係（道路拡幅に伴う土地売払関係）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産
平成１７年度　登記関係（固定資産課税・所有権移転登
記）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 平成１７年度　登記関係（公図及び登記簿謄本）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（出納員現金出納簿）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（出納員現金出納簿）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　契約指導文書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　契約指導文書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 事業管理 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２４年度　契約支払関係（みつまた購入契約書（写））
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２４年度　生産組合登録関係（局納みつまた生産組
合登録）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2012年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２４年度　調査関係（みつまた検査記録書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２５年度　契約支払関係（みつまた購入契約書（写））
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２５年度　生産組合登録関係（局納みつまた生産組
合登録）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２５年度　調査関係（みつまた検査記録書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　棚卸資産管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　棚卸資産管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・計算書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 管理運営 一般
平成１９年度　出張計画書・復命書（公用外出等請求書
綴）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・計算書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年　勤怠関係（休暇簿）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　旅費関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年　勤怠関係（出勤簿）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　旅費関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　旅費関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労働協約（労基３６条に基づく協定関係）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約（労基３６条に基づく協定関係）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約（労基３６条に基づく協定関係）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　時間外労働等に関する協定書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　時間外労働等に関する協定書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　時間外労働等に関する協定書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　時間外労働等に関する協定書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 総務 環境安全 医療 平成７年度災害補償等報告
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 法務管理 情報公開
出雲出張所法人文書一覧関係（法人文書ファイル管理簿
等）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（証券類）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（郵券・特殊図書類）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（旅券冊子）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 営業 証券製品 平成１９年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2007年度 事業管理 営業 証券製品 平成１９年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 営業 証券製品 平成１９年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 証券製品 平成２０年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 証券製品 平成２０年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 証券製品 平成２０年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 証券製品 平成２１年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 証券製品 平成２１年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 証券製品 平成２１年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 証券製品 平成２２年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 証券製品 平成２２年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 証券製品 平成２２年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 営業 証券製品 平成２３年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 営業 証券製品 平成２３年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 営業 証券製品 平成２３年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 証券製品 平成２４年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 証券製品 平成２４年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 証券製品 平成２４年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 証券製品 平成２４年度　受注等上申書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 証券製品 平成２４年度　納入計画表（切手類）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 証券製品 平成２５年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 証券製品 平成２５年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 証券製品 平成２５年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 証券製品 平成２５年度　受注等上申書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2013年度 事業管理 営業 証券製品 平成２５年度　納入計画表（切手類）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1987年度 業務 営業 受注 昭和６２年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1988年度 業務 営業 受注 昭和６３年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 業務 営業 受注 平成１０年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 業務 営業 受注 平成１１年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 業務 営業 受注 平成１２年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 業務 営業 受注 平成１３年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 業務 営業 受注 平成１４年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 業務 営業 受注 平成１５年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 業務 営業 受注 平成１６年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1989年度 業務 営業 受注 平成１年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1990年度 業務 営業 受注 平成２年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1991年度 業務 営業 受注 平成３年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1992年度 業務 営業 受注 平成４年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1993年度 業務 営業 受注 平成５年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1994年度 業務 営業 受注 平成６年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 業務 営業 受注 平成７年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 業務 営業 受注 平成８年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 業務 営業 受注 平成９年度契約及び取決め関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２５年度　すき入れ紙製造許可関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１７年度　すき入紙製造許可関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１７年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１８年度　すき入紙製造許可関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2006年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１８年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１９年度　すき入紙製造許可関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１９年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１９年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成１９年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２０年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２０年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２０年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２１年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２１年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２１年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２２年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２２年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２２年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２３年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２３年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２３年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２４年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２４年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２４年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２５年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２５年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２５年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2002年度 事業管理 管理運営 一般 平成１５年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 事業管理 管理運営 一般 平成１６年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１８年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 事業管理 管理運営 一般 平成１９年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 平成２０年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成２１年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払いのための意思決定文書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払いのための意思決定文書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　セキュリティ製品事業部規程管理簿（要領）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 生産管理システム関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 事業管理 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　購買依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　購買依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 事業運営 総括 平成２４年度　事業運営計画関係（セキュリティ製品）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日
計画期間終了後5
年

2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 事業運営 総括 平成２５年度　事業運営計画関係（セキュリティ製品）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日
計画期間終了後5
年

2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 事業運営 総括 平成２６年度　事業運営計画関係（セキュリティ製品）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 管理換指示書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 管理換指示書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 生産管理 製造管理 日本銀行券刷入記号
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 半製品移動実績
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 半製品移動実績
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 物品取扱決定通知書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 物品取扱決定通知書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日
計画期間終了後5
年

2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造実績関係（日銀券）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造要項（製紙）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日
計画期間終了後5
年

2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造実績関係（日銀券）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造要項（製紙）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（共通）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（銀行券）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（製紙）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（設備点検標準）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書（適用除外）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準体系表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 知的財産 平成１３年度特許等文書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度印刷局訓令(業務課所管分)
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度印刷局通達(業務課所管分)
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１３年度　印刷局訓令（業務課所管分）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１３年度　印刷局通達（業務課所管分）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度国立印刷局規則
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度国立印刷局細則
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度国立印刷局要領
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 訓令改正
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１0年文書上申簿（業務課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿（業務課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿（業務課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年度秘文書管理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿（業務課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年度秘文書管理簿（営業）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年度秘文書管理簿（製造）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿（業務課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年度秘文書管理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年度秘密保持誓約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿（１～３月）（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿（１～３月）（業務課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿（４～１２月）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年度秘文書管理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年度文書上申簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申簿（技術課）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 事業管理 生産管理 製造管理 標準書（証券関係）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 事業管理 生産管理 製造管理 標準書（証券関係２）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造要項（虎・滝・王）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造要項（虎・滝・王）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 総括 平成２４年度　秘密管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 総括 平成２５年度　秘密管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造指示関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　会議・打合せ会関係（調達所打合せ会）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２４年度　工程改善関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 測定室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２５年度　工程改善関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 測定室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　管理換伝票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２２年度　契約支払関係（みつまた）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２２年度　契約支払関係（みつまた支払関係調書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２２年度　財務処理関係（みつまた実地棚卸関係書
類）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２２年度　財務処理関係（棚卸資産増減表（みつま
た））

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２４年度　財務処理関係（みつまた実地棚卸関係書
類）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2012年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２４年度　数量等の折衝関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２４年度　生産組合登録関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２５年度　財務処理関係（みつまた実地棚卸関係書
類）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２５年度　数量等の折衝関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２５年度　生産組合登録関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２５年度　生産組合登録関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　予算管理関係 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　予算管理関係 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　技術調査報告書 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　技術調査報告書 本局開発部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成16年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成17年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成18年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成19年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成20年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成22年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成24年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 法務管理 文書管理 平成26年　規程管理簿（要領） 本局開発部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 研究開発 管理運営 一般 平成１０年度　文書上申簿 本局開発部長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 研究開発 管理運営 一般 平成１１年度　文書上申簿 本局開発部長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 研究開発 管理運営 一般 平成８年度　文書上申簿 本局開発部長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 研究開発 管理運営 一般 平成９年度　文書上申簿 本局開発部長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発 管理運営 総括 平成２１年度　運営計画 本局開発部長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2010年度 研究開発 管理運営 総括 平成２２年度　運営計画 本局開発部長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 総括 平成２３年度　運営計画 本局開発部長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 総括 平成２４年度　運営計画 本局開発部長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 総括 平成２５年度　運営計画 本局開発部長 2014年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　現金等等価物台帳 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　現金等等価物台帳 本局開発部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 研究開発 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 研究開発 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 研究開発 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　予算管理関係 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2009年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１７年度　研究開発報告書 本局開発部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１８年度　研究開発報告書 本局開発部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄
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2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　技術開発関係 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　技術調査報告書 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　研究開発報告書 本局開発部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　設備開発関係 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　技術開発関係 本局開発部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　研究開発報告書 本局開発部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　設備開発関係 本局開発部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　技術開発関係 本局開発部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　技術調査報告書 本局開発部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究開発報告書 本局開発部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　設備開発関係 本局開発部長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　技術開発関係 本局開発部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　研究開発報告書 本局開発部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　設備開発関係 本局開発部長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　技術開発関係 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究開発報告書 本局開発部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　設備開発関係 本局開発部長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　技術開発関係 本局開発部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発計画書 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発評価書 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発報告書 本局開発部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　設備開発関係 本局開発部長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　技術開発関係 本局開発部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発計画書 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発申請書 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発評価書 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発報告書 本局開発部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　設備開発関係 本局開発部長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　研究開発申請書 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1987年度 製造 調査研究 技術情報 昭和６２年度研究報告書 本局総務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1988年度 製造 調査研究 技術情報 昭和６３年度研究報告書 本局総務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 技術情報 平成１０年度研究報告書 本局総務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 技術情報 平成１１年度研究報告書 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 技術情報 平成１２年度研究報告書 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 技術情報 平成１３年度研究報告書 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 技術情報 平成１４年度研究報告書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 技術情報 平成１５年度研究報告書 本局開発部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 技術情報 平成１６年度研究報告書 本局開発部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 技術情報 平成２年研究報告書 本局総務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1991年度 製造 調査研究 技術情報 平成３年研究報告書 本局総務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1992年度 製造 調査研究 技術情報 平成４年研究報告書 本局総務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 技術情報 平成５年研究報告書 本局総務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1994年度 製造 調査研究 技術情報 平成６年研究報告書 本局総務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 技術情報 平成７年研究報告書 本局総務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 技術情報 平成８年研究報告書 本局総務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 技術情報 平成９年度研究報告書 本局総務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄
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1989年度 製造 調査研究 技術情報 平成元年度研究報告書 本局総務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度訓令 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度印刷局訓令通達 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１３年度印刷局訓令通達 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成13年文書上申簿 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 本局総務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿 本局開発部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申簿 本局開発部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１７年文書上申決裁簿 本局開発部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 研究開発 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 研究開発 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 研究開発 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 研究開発 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 本局開発部長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 研究開発
研究開発
管理

製品開発 平成１７年度　製品開発に関わる技術研究資料 本局開発部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 開発 平成１０年度製品開発に関わる技術研究資料 本局総務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 開発 平成1１年度製品開発に関わる技術研究資料 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 開発 平成1２年度製品開発に関わる技術研究資料 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 開発 平成１３年度製品開発に関わる技術研究資料 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 開発 平成１４年度製品開発に関わる技術研究資料 本局開発部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 開発 平成１５年度製品開発に関わる技術研究資料 本局開発部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 製造 調査研究 開発 平成１６年度製品開発に関わる技術研究資料 本局開発部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 開発 平成９年度製品開発に関わる技術研究資料 本局総務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿 本局総務部長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿 本局総務部長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 本局総務部長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申簿 本局開発部長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申簿 本局開発部長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫Ｅ 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 研究開発 管理運営 一般 平成２２年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

製品設計 平成１9年度　版権許諾(写真使用許諾）資料 本局開発部長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

製品設計 平成２０年度　版権許諾(写真使用許諾）資料 本局開発部長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

製品設計 平成２５年度　下図原版作製資料 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
知的財産
管理

契約 平成23年度　契約書 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
知的財産
管理

契約 平成24年度　契約書 本局開発部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
知的財産
管理

契約 平成25年度　契約書 本局開発部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成23年度　特許等文書 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成24年度　特許等文書 本局開発部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成25年度　特許等文書 本局開発部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成23年度　知的財産管理 本局総務部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成23年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成24年度　知的財産管理 本局開発部長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成24年度　知的財産関係資料 本局開発部長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成25年度　知的財産管理 本局開発部長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成25年度　知的財産関係資料 本局開発部長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成24年度　情報提供等 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2012年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成24年度　特許等調査資料 本局開発部長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2013年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成25年度　情報提供等 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2013年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成25年度　特許等調査資料 本局開発部長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 会計 資材 契約 平成３年度機械購入等契約綴り 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 会計 資材 契約 平成４年度機械購入等契約綴り 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 会計 資材 契約 平成５年度機械購入等契約綴り 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 会計 資材 契約 平成６年度機械購入等契約綴り 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 会計 資材 契約 平成７年度機械購入等契約綴り 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 知的財産 ライセンス契約書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1987年度 製造 調査研究 知的財産 昭和６２年度特許等文書 本局総務部長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1988年度 製造 調査研究 知的財産 昭和６３年度契約書 本局総務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1988年度 製造 調査研究 知的財産 昭和６３年度特許等文書 本局総務部長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 知的財産 平成１０年度契約書 本局総務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 知的財産 平成１０年度特許等文書 本局総務部長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 知的財産 平成１１年度意匠出願文書 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 知的財産 平成１１年度契約書 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 知的財産 平成１１年度特許等文書 本局総務部長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 知的財産 平成１２年度意匠出願文書 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 知的財産 平成１２年度契約書 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 知的財産 平成１２年度特許等文書 本局総務部長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 知的財産 平成１３年度意匠出願文書 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 知的財産 平成１３年度契約書 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 知的財産 平成１３年度特許等文書 本局総務部長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 知的財産 平成１４年度契約書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2002年度 製造 調査研究 知的財産 平成１４年度商標出願文書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 知的財産 平成１４年度特許等文書 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 知的財産 平成１５年度契約書 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 知的財産 平成１５年度知的財産関係資料 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 知的財産 平成１５年度特許等文書 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 知的財産 平成１６年度契約書 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 知的財産 平成１６年度知的財産関係資料 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 知的財産 平成１６年度特許等文書 本局総務部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 知的財産 平成２年度契約書 本局総務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 知的財産 平成２年度特許等文書 本局総務部長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1991年度 製造 調査研究 知的財産 平成３年度契約書 本局総務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1991年度 製造 調査研究 知的財産 平成３年度特許等文書 本局総務部長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1992年度 製造 調査研究 知的財産 平成４年度契約書 本局総務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1992年度 製造 調査研究 知的財産 平成４年度特許等文書 本局総務部長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 知的財産 平成５年度契約書 本局総務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 知的財産 平成５年度特許等文書 本局総務部長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1994年度 製造 調査研究 知的財産 平成６年度契約書 本局総務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1994年度 製造 調査研究 知的財産 平成６年度特許等文書 本局総務部長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 知的財産 平成７年度契約書 本局総務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 知的財産 平成７年度特許等文書 本局総務部長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 知的財産 平成８年度機械購入等契約綴り 本局総務部長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 知的財産 平成８年度契約書 本局総務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 知的財産 平成８年度特許等文書 本局総務部長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄
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1997年度 製造 調査研究 知的財産 平成９年度契約書 本局総務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 知的財産 平成９年度特許等文書 本局総務部長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

1989年度 製造 調査研究 知的財産 平成元年度特許等文書 本局総務部長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１５年度印刷局訓令・通達 本局総務部長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

契約 平成１７年度　契約書 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 総務
知的財産
管理

契約 平成１８年度　契約書 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

契約 平成１９年度　契約書 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

契約 平成20年度　契約書 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 総務
知的財産
管理

契約 平成２１年度　契約書 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

契約 平成２２年度　契約書 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１７年度　特許等文書 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１８年度　特許等文書 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１９年度　特許等文書 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

出願 平成20年度　特許等文書 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２１年度　特許等文書 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２２年度　特許等文書 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成１７年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2006年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成１８年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成１９年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成20年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2009年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２１年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２２年度　知的財産管理 本局総務部長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２２年度　知的財産関係資料 本局総務部長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　報告書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　資金管理
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　予算管理
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　契約整理簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　工事請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　購入契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　製造・修理等請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　役務請負契約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　調査関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労働協約
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　公共料金関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　設備投資計画資料
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　合計残高試算表
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　現預金残高報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払決議書関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資金 平成２６年度　資金管理（資金移動依頼兼申請書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票（出納員現金出納簿）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　契約指導文書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　みつまた業務報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　契約支払関係（みつまた購入契約書（写））
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　財務処理関係（みつまた管理換）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２６年度　生産組合登録関係（局納みつまた生産組
合登録）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　調査関係（みつまた検査記録書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　棚卸資産管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・計算書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全点検表）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　時間外労働等に関する協定書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　被服関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 証券製品 平成２６年度　製造仕様書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 証券製品 平成２６年度　下図原版等作成依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 証券製品 平成２６年度　契約関係（売渡契約）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 証券製品 平成２６年度　受注等上申書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 証券製品 平成２６年度　納入計画表（切手類）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２６年度　すき入れ紙製造許可関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２６年度　個別契約書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２６年度　製造数量・納入計画関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２６年度　代価関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　購買依頼書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2014年度 事業管理 事業運営 総括 平成２７年度　事業運営計画関係（セキュリティ製品）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２６年度　原価報告書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 管理換指示書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 半製品移動実績
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 物品取扱決定通知書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係（日銀券）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造要項（製紙）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 営業管理 平成２６年度　セキュリティ製品事業出荷実績
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造要項（東・王）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 総括 平成２６年度　秘密管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　会議・打合せ会関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　会議・打合せ会関係（調達所打合せ会）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　管理換指示書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２６年度　工程改善関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　管理換伝票
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２６年度　財務処理関係（みつまた実地棚卸関係書
類）

本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　数量等の折衝関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　生産組合登録関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２６年度　材料調達関係（取得計画書）
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 総括 平成２６年度　運営計画

本局開発部長 2015年4月1日 中期計画終了後５
年

2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　技術開発関係

本局開発部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　研究開発計画書

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　研究開発評価書

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　研究開発報告書

本局開発部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　設備開発関係

本局開発部長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿

本局開発部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２７年度　研究開発申請書

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 法務関係 文書管理 平成２７年　規程管理簿（要領）

本局開発部長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般

平成２６年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 保管庫 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般

平成２６年度　超過勤務命令簿 本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 保管庫 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般

平成２６年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 保管庫 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

知的財産
管理 契約 平成26年度　契約書

本局開発部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

知的財産
管理 出願 平成26年度　特許等文書

本局開発部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

知的財産
管理

知的財産管
理 平成26年度　知的財産関係資料

本局開発部長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

知的財産
管理

知的財産管
理 平成26年度　知的財産管理

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

知的財産
管理 調査 平成26年度　情報提供等

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

知的財産
管理 調査 平成26年度　特許等調査資料

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2014年度
研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係（購買依頼書）

本局開発部長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理 製品設計 平成２６年度　下図原版作製資料

本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 資金 平成２６年度　概算要求（説明資料）

本局開発部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　標準専門部会資料 本局開発部長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　作業考査 本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　業務関係 本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２６年度　購買依頼 本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　生産組合員登録関係 本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２６年度　みつまた蒸煮釜登録関係 本局開発部長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

製品設計 平成２７年度　下図原版作製資料 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　概算要求（説明資料） 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　秘密管理関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　会議・打合せ会関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　会議・打合せ会関係（調達所打合せ会） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　管理換指示書 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２７年度　工程改善関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　管理換伝票 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２７年度　財務処理関係（みつまた実地棚卸関係書
類）

本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　数量等の折衝関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　生産組合登録関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　材料調達関係（取得計画書） 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　標準専門部会資料 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　作業考査 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　業務関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　購買依頼 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　生産組合員登録関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　みつまた蒸煮釜登録関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

契約 平成27年度　契約書 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成27年度　特許等文書 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成27年度　知的財産関係資料 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成27年度　知的財産管理 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成27年度　情報提供等 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成27年度　特許等調査資料 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 営業管理 平成２７年度　銀行券部出荷実績 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造要項（東・王） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 管理換指示書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　材料調達関係（取得計画書） 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２７年度　すき入れ紙製造許可関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2015年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２７年度　個別契約書 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２７年度　製造数量・納入計画関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２７年度　代価関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 総括 平成２７年度　運営計画 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２7年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　技術開発関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究開発計画書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究開発評価書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究開発報告書 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　設備開発関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発申請書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　銀行券部規程管理簿（要領） 本局銀行券部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 本局銀行券部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　内部規程（国立印刷局細則） 本局銀行券部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　内部規程（国立印刷局要領） 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　購買依頼書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 証券製品 平成２７年度　製造仕様書 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 証券製品 平成２７年度　下図原版等作成依頼書 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2015年度 事業管理 営業 証券製品 平成２７年度　契約関係（売渡契約） 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 証券製品 平成２７年度　受注等上申書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 証券製品 平成２７年度　納入計画表（切手類） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 事業運営 総括 平成２８年度　事業運営計画関係（銀行券等事業） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２７年度　原価報告書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 管理換指示書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 半製品移動実績 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 物品取扱決定通知書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造計画関係 本局銀行券部長 2016年4月1日
計画期間終了後5
年

2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係（日銀券） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造要項（製紙） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　設備投資計画資料 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　合計残高試算表 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　現預金残高報告書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払決議書関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　資金管理（資金移動依頼兼申請書） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票（出納員現金出納簿） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　契約指導文書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　みつまた業務報告書 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　契約支払関係（みつまた購入契約書（写）） 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　財務処理関係（みつまた管理換） 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２７年度　生産組合登録関係（局納みつまた生産組
合登録）

本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　調査関係（みつまた検査記録書） 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　棚卸資産管理関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・計算書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全点検表） 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　時間外労働等に関する協定書 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　被服関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度安全衛生関係（安全点検表） 本局銀行券部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 みつまた配送・管理換 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　報告書関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払決議書関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　資金管理 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成２７年度　予算管理 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　契約整理簿 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　工事請負契約 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　購入契約 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　製造・修理等請負契約 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　役務請負契約 本局銀行券部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２７年度　調査関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労働協約 本局銀行券部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　公共料金関係 本局銀行券部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

製品設計 平成２８年度　下図原版作製資料 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　概算要求（説明資料） 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

契約 平成２８年度　契約書 本局銀行券部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成２８年度　特許等文書 本局銀行券部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　秘密管理関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 会議・打合せ会関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　管理換指示書 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２８年度　工程改善関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 製造実績関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　管理換伝票 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　みつまた実地棚卸関係書類 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　数量等の折衝関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 生産組合登録関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 品質管理関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　材料調達関係（取得計画書） 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 業務関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　購買依頼 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 営業管理 平成２８年度　銀行券部出荷実績 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造要項（東・王） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　材料調達関係（取得計画書） 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 証券製品 平成２８年度　製造工場通知書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　購買依頼書 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造計画関係 本局銀行券部長 未定
計画期間終了後5
年

未定 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２８年度　すき入れ紙製造許可関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２８年度　個別契約書 本局銀行券部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２８年度　製造数量・納入計画関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 日本銀行券 平成２８年度　代価関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 総括 平成２８年度　運営計画 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　技術開発関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発計画書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発評価書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発報告書 本局銀行券部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　設備開発関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２９年度　研究開発申請書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２９年　銀行券部規程管理簿（要領） 本局銀行券部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄
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2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 本局銀行券部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　内部規程（国立印刷局細則） 本局銀行券部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　内部規程（国立印刷局要領） 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫A 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 証券製品 平成２８年度　製造仕様書 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 証券製品 平成２８年度　原版等作成指示書 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 証券製品 平成２８年度　契約関係（売渡契約） 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 証券製品 平成２８年度　受注等上申書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 証券製品 平成２８年度　納入計画表（切手類） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 事業運営 総括 平成２９年度　事業運営計画関係（銀行券等事業） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２８年度　原価報告書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 管理換指示書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 半製品移動実績 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 物品取扱決定通知書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造計画関係 本局銀行券部長 2017年4月1日
計画期間終了後5
年

2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係（日銀券） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造要項（製紙） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書接受簿 本局銀行券部長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　設備投資計画資料 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　合計残高試算表 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　現預金残高報告書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払決議書関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　資金管理（資金移動依頼兼申請書） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票（出納員現金出納簿） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　契約指導文書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　みつまた業務報告書 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　契約支払関係（みつまた購入契約書（写）） 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　財務処理関係（みつまた管理換） 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた
平成２８年度　生産組合登録関係（局納みつまた生産組
合登録）

本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　調査関係（みつまた検査記録書） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　棚卸資産管理関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・計算書・復命書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全点検表） 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　時間外労働等に関する協定書 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 一般 平成２８年度　被服関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　防災関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　局納みつまた登録関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　みつまた業務報告書 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 みつまた 平成２８年度　みつまた受入関係（検査・支払） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度 みつまた管理換関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　資産関係（棚卸・固定） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　報告書関係（月例） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払決議書関係（証ひょう） 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　資金管理関係（資金異動依頼兼申請書） 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄
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2016年度 財務 財務管理 資金 平成２８年度　予算管理関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票（出納員現金出納簿） 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　契約関係 本局銀行券部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　労働協約関係（協定・超勤命令簿） 本局銀行券部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度  安全衛生関係（安全点検表） 本局銀行券部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　出張計画書・計算書・復命書
本局ｾｷｭﾘﾃｨ製品事
業部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　予算管理関係（購買依頼書） 本局開発部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　出張計画書・復命書 本局開発部長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局銀行券部長 廃棄

1988年度 業務 管理運営 総括 昭和６３年度著作権
本局情報製品事業
部長

1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1998年度 業務 管理運営 総括 平成１０年度著作権
本局情報製品事業
部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1999年度 業務 管理運営 総括 平成１１年度著作権
本局情報製品事業
部長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2000年度 業務 管理運営 総括 平成１２年度著作権
本局情報製品事業
部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2001年度 業務 管理運営 総括 平成１３年度著作権
本局情報製品事業
部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 業務 管理運営 総括 平成１４年度著作権
本局情報製品事業
部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 業務 管理運営 総括 平成１５年度著作権
本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1990年度 業務 管理運営 総括 平成２年度著作権
本局情報製品事業
部長

1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1991年度 業務 管理運営 総括 平成３年度著作権
本局情報製品事業
部長

1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1992年度 業務 管理運営 総括 平成４年度著作権
本局情報製品事業
部長

1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1993年度 業務 管理運営 総括 平成５年度著作権
本局情報製品事業
部長

1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1994年度 業務 管理運営 総括 平成６年度著作権
本局情報製品事業
部長

1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1995年度 業務 管理運営 総括 平成７年度著作権
本局情報製品事業
部長

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1996年度 業務 管理運営 総括 平成８年度著作権
本局情報製品事業
部長

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1997年度 業務 管理運営 総括 平成９年度著作権
本局情報製品事業
部長

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄
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1989年度 業務 管理運営 総括 平成元年度著作権
本局情報製品事業
部長

1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1971年度 業務 管理運営 発行 昭和４６年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 業務 管理運営 発行 昭和４７年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1987年度 業務 管理運営 発行 昭和６２年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1988年度 業務 管理運営 発行 昭和６３年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1998年度 業務 管理運営 発行 平成１０年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1999年度 業務 管理運営 発行 平成１１年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2000年度 業務 管理運営 発行 平成１２年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2001年度 業務 管理運営 発行 平成１３年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 業務 管理運営 発行 平成１４年度発行実績
本局情報製品事業
部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 業務 管理運営 発行 平成１５年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2005年度 業務 管理運営 発行 平成１６年度　発行・公告関係（発行実績一覧）
本局情報製品事業
部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1990年度 業務 管理運営 発行 平成２年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1991年度 業務 管理運営 発行 平成３年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1992年度 業務 管理運営 発行 平成４年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1993年度 業務 管理運営 発行 平成５年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1994年度 業務 管理運営 発行 平成６年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1995年度 業務 管理運営 発行 平成７年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1996年度 業務 管理運営 発行 平成８年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1997年度 業務 管理運営 発行 平成９年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1989年度 業務 管理運営 発行 平成元年度発行実績一覧
本局情報製品事業
部長

1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成２０年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄
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2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物管理台帳
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務等命令簿
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物管理台帳
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務等命令簿
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄
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2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1989年度 業務 営業 発行
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告及び広
告料金」の特例について

本局情報製品事業
部長

1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1993年度 業務 営業 発行
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告及び広
告料金」の特例について

本局情報製品事業
部長

1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1997年度 業務 営業 発行
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告及び広
告料金」の特例について

本局情報製品事業
部長

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1998年度 業務 営業 発行
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告及び広
告料金」の特例について

本局情報製品事業
部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1999年度 業務 営業 発行
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告及び広
告料金」の特例について

本局情報製品事業
部長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1997年度 業務 営業 発行 官報の定価改定及び協議について
本局情報製品事業
部長

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2000年度 業務 営業 発行 平成１２年度官報の手数料及び納付額の改定
本局情報製品事業
部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1991年度 業務 営業 発行 平成３年度官報の手数料及び納付額の改定
本局情報製品事業
部長

1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1993年度 業務 営業 発行 平成５年度官報の手数料及び納付額の改定
本局情報製品事業
部長

1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1996年度 業務 営業 発行 平成８年度官報の手数料及び納付額の改定
本局情報製品事業
部長

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1997年度 業務 営業 発行 平成９年度官報の定価の改定協議
本局情報製品事業
部長

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1989年度 業務 営業 発行 平成元年度官報の定価改定について
本局情報製品事業
部長

1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 情報製品 平成２５年度官報契約関係（契約書）
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 営業 情報製品 平成２５年度官報受注等上申書
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2008年度 事業管理 営業 情報製品 官報契約関係
本局情報製品事業
部長

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2009年度 事業管理 営業 情報製品 官報契約関係
本局情報製品事業
部長

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2010年度 事業管理 営業 情報製品 官報契約関係
本局情報製品事業
部長

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 営業 情報製品 官報契約関係
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

Page 228



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2012年度 事業管理 営業 情報製品 官報受注等上申書
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2005年度 事業管理 営業 情報製品 平成17年度官報公告掲載手数料等の改定
本局情報製品事業
部長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度官報普及契約関係
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度通信機器関係
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 官報普及契約関係
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 官報契約関係
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 官報契約関係
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 官報契約関係（購読料及び公広告料の変更）
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 官報事務手続要領一部を改正の制定について
本局情報製品事業
部長

2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 交通費関係
本局情報製品事業
部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 通信機器関係
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度官報契約関係（担保）
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告及び広
告料金の特例について」の一部改正について

本局情報製品事業
部長

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告定型原
稿用紙の作成について」の一部改正について

本局情報製品事業
部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般
「官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告定型原
稿用紙の作成について」の一部改正について

本局情報製品事業
部長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 インターネットを利用した官報情報の提供(試行）について
本局情報製品事業
部長

1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 官報のインターネット配信（有料）について
本局情報製品事業
部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 官報の発行手続き等に関する取扱いについて
本局情報製品事業
部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 一般 官報掲示等実施要領について
本局情報製品事業
部長

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 官報公告の申込要領の一部変更について
本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般
官報公告及び広告等取扱規程」及び「官報公告定型原稿
用紙の作成について」の一部改正について

本局情報製品事業
部長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般
官報公告及び広告等取扱規程及び官報公告定型原稿用
紙の作成についての一部改正について

本局情報製品事業
部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般
官報公告及び広告等取扱規程及び官報公告定型原稿用
紙の作成についての一部改正について

本局情報製品事業
部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄
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2002年度 総務 管理運営 一般 官報公告原稿の申込要領の一部改正について
本局情報製品事業
部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般
官報公告定型原稿用紙の作成についての一部改正につ
いて

本局情報製品事業
部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般
官報情報検索サービスの視覚障害者対応の料金につい
て

本局情報製品事業
部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 官報創刊１１５周年記念行事関係綴
本局情報製品事業
部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般
官報販売所事務手続及び官報公告等取次店事務手続の
制定について

本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局官報規則の制定について
本局情報製品事業
部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般
国立印刷局官報公告及び広告等取次規則の一部改正及
び改正内容等の送付について

本局情報製品事業
部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般
国立印刷局官報公告及び広告等取次規則の一部改正及
び改正内容等の送付について

本局情報製品事業
部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 国立印刷局緊急官報製造等規則の制定について
本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般
新破産法の施行に伴う官報公告掲載料金の設定につい
て

本局情報製品事業
部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般
平成１１年度「官報公告及び広告等の取次に関する契
約」の締結について

本局情報製品事業
部長

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般
平成１４年度「官報公告及び広告等の取次に関する契
約」の締結について

本局情報製品事業
部長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１４年文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般
平成１５年度「官報公告及び広告等の取次に関する契
約」の締結について

本局情報製品事業
部長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般
民事再生法の一部改正及び外国倒産法の制定に伴う官
報公告の申込要領の改正について

本局情報製品事業
部長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成24年度　原価報告書
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成25年度　原価報告書
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成18年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2006年度 事業管理 管理運営 一般 平成19年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 平成20年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄
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2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成21年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成22年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成22年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳
本局情報製品事業
部長

2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成23年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成23年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳
本局情報製品事業
部長

2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　研修関係資料
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　購買関係資料
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　出張計画書・復命書
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　超過勤務管理簿
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成24年度　予実管理資料
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　研修関係資料
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　購買関係資料
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　出張計画書・復命書
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　超過勤務管理簿
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成25年度　予実管理資料
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄
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2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2012年度 事業管理 事業運営 総括 平成25年度　事業運営計画会議資料
本局情報製品事業
部長

2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2013年度 事業管理 事業運営 総括 平成26年度　事業運営計画会議資料
本局情報製品事業
部長

2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 総括 平成17年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１0年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成26年度　原価報告書
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 営業管理 平成26年度　情報製品事業出荷実績
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　研修関係資料
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　購買関係資料
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　出張計画書・復命書
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　超過勤務管理簿
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成26年度　予実管理資料
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年　文書上申簿
本局情報製品事業
部長

2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 事業運営 総括 平成26年度　営業関係功績者表彰
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 事業運営 総括 平成27年度　事業運営計画会議資料
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄
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2014年度 事業管理 営業 情報製品 平成２６年度官報公告等掲載契約書
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 情報製品 平成２６年度業務委託契約の更新
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 情報製品 平成２６年度官報受注等上申書
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 営業 情報製品 平成２６年度　契約関係資料
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物管理台帳
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務等命令簿
本局情報製品事業
部長

2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成27年度　原価報告書 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 営業管理 平成27年度　官報等製品出荷実績 本局官報部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　契約関係資料 本局官報部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　研修関係資料 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳 本局官報部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　購買関係資料 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　出張計画書・復命書 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　超過勤務管理簿 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成27年度　予実管理資料 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年　文書上申簿 本局官報部長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 事業運営 総括 平成27年度　営業関係功績者表彰 本局官報部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 事業運営 総括 平成27年度　事業運営計画会議資料 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 官報等製品 平成２７年度官報公告等掲載契約書 本局官報部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　決裁文書　（保存期間３年） 本局官報部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　決裁文書　（保存期間５年） 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　決裁文書　（保存期間７年） 本局官報部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄
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2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　決裁文書　（保存期間１０年） 本局官報部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　決裁文書　（保存期間３０年） 本局官報部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　簡易決裁　（保存期間３年） 本局官報部長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　簡易決裁　（保存期間５年） 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　簡易決裁　（保存期間７年） 本局官報部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　簡易決裁　（保存期間１０年） 本局官報部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　簡易決裁　（保存期間３０年） 本局官報部長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物管理台帳 本局官報部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 営業 情報製品 平成２７年度　契約関係資料 本局官報部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物管理台帳 本局官報部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務等命令簿 本局官報部長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成28年度　原価報告書 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 営業管理 平成28年度　官報等製品出荷実績 本局官報部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　契約関係資料 本局官報部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　研修関係資料 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）管理台帳 本局官報部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　購買関係資料 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　出張計画書・復命書 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　超過勤務管理簿 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成28年度　予実管理資料 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄
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2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成29年　文書上申簿 本局官報部長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 事業運営 総括 平成28年度　営業関係功績者表彰 本局官報部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 事業運営 総括 平成28年度　事業運営計画会議資料 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 官報等製品 平成２８年度官報公告等掲載契約書 本局官報部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　決裁文書　（保存期間３年） 本局官報部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　決裁文書　（保存期間５年） 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　決裁文書　（保存期間７年） 本局官報部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　決裁文書　（保存期間１０年） 本局官報部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　決裁文書　（保存期間３０年） 本局官報部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　簡易決裁　（保存期間１年） 本局官報部長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　簡易決裁　（保存期間３年） 本局官報部長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　簡易決裁　（保存期間５年） 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　簡易決裁　（保存期間７年） 本局官報部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　簡易決裁　（保存期間１０年） 本局官報部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　簡易決裁　（保存期間３０年） 本局官報部長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物管理台帳 本局官報部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫Ｃ 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 営業 情報製品 平成２８年度　契約関係資料 本局官報部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物管理台帳 本局官報部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務等命令簿 本局官報部長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局官報部長 廃棄

2004年度 監事 監事 監事 監事監査要綱 本局評価監査部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄
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2012年度 監事 監査 総括 平成２４年度　監事監査計画 本局監事室長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2012年度 監事 監査 総括 平成２４年度　監事監査結果 本局監事室長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2004年度 監事 管理運営 一般 平成１６年度文書上申決裁簿（監事） 本局評価監査部長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2005年度 監事 管理運営 一般 平成１７年度　文書上申決裁簿（監事） 本局評価監査部長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2006年度 監事 管理運営 一般 平成１８年度　文書上申決裁簿（監事） 本局評価監査部長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2007年度 監事 管理運営 一般 平成１９年度　文書上申決裁簿（監事） 本局評価監査部長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2008年度 監事 管理運営 一般 平成２０年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2009年度 監事 管理運営 一般 平成２１年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2010年度 監事 管理運営 一般 平成２２年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2011年度 監事 管理運営 一般 平成２３年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2012年度 監事 管理運営 一般 平成２４年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2013年度 監事 監査 総括 平成２５年度　監事監査計画 本局監事室長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2013年度 監事 監査 総括 平成２５年度　監事監査結果 本局監事室長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2013年度 監事 管理運営 一般 平成２５年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2014年度 監事 管理運営 一般 平成２６年度　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 監査 総括 平成２７年度　監事監査計画 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 監査 総括 平成２７年度　監事監査結果 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 監査 総括 平成２７年度　監事監査調書 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物管理台帳 本局監事室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　金銭の支払のための決裁文書 本局監事室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 監査 総括 平成２８年度　監事監査計画 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄
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2016年度 監事 監査 総括 平成２８年度　監事監査結果 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 監査 総括 平成２８年度　監事監査調書 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物管理台帳 本局監事室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　金銭の支払のための意思決定文書 本局監事室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2014年度 監事 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（監事） 本局監事室長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務等命令簿 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 本局監事室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2015年度 監事 管理運営 一般 平成２７年度　研修関係 本局監事室長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務等命令簿 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 本局監事室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2016年度 監事 管理運営 一般 平成２８年度　研修関係 本局監事室長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 本局監事室長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　開発企画関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　開発企画関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　開発企画関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　業務改善活動 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　業務改善提案 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　技術開発関係 研究所長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　技術開発関係 研究所長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　技術開発関係 研究所長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　技術開発関係 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　技術開発関係 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　設備開発関係 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　設備開発関係 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 研究開発 管理運営 一般 平成２３年度　執筆・講演承認申請 研究所長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2005年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

研究所報告（第６３号） 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2006年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１８年度　研究所報告 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　研究所報告 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　研究所報告 研究所長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究所報告 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究所図書室利用要領 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　研究所報告 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究所報告 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１０巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１１巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１２巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１３巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１４巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１５巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１６巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１７巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１８巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１９巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第１巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２０巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２１巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２２巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1975年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２８巻） 研究所長 1977年1月1日 60年 2036年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1976年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２９巻） 研究所長 1978年1月1日 60年 2037年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1981年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３４巻） 研究所長 1983年1月1日 60年 2042年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1982年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３５巻） 研究所長 1984年1月1日 60年 2043年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1983年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３６巻） 研究所長 1985年1月1日 60年 2044年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1984年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３７巻） 研究所長 1986年1月1日 60年 2045年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1986年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３９巻） 研究所長 1988年1月1日 30年 2017年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1987年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４０巻） 研究所長 1989年1月1日 30年 2018年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1988年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４１巻） 研究所長 1990年1月1日 30年 2019年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1989年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４２巻） 研究所長 1991年1月1日 30年 2020年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４３巻） 研究所長 1992年1月1日 30年 2021年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1991年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４４巻） 研究所長 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1992年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４５巻） 研究所長 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４６巻） 研究所長 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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1994年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４７巻） 研究所長 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４８巻） 研究所長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４９巻） 研究所長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第４巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５０巻） 研究所長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５１巻） 研究所長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５２巻） 研究所長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５３巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５４巻） 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５５巻） 研究所長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第５巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第６巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第７巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第８巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第９巻） 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1984年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報・特集　（印刷局研究所７５年小史） 研究所長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報・特集　（技術文必携） 研究所長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1983年度 製造 調査研究 研究管理
研究所時報・特集　（技術文必携）　（計測器特集　増補改
訂版）（銀行券印刷機械）

研究所長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報別冊　計測器特集 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報・特集　（抄紙機械） 研究所長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 研究管理
研究所時報・特集（印刷局技術誌総索引技術年表第２版)
（彫刻技術とそのエピソード　加藤倉吉翁の回顧談収録）

研究所長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告（第６１号・第６２号） 研究所長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第１０号・第１１号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第１２号・第１３号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第１４号・第１５号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第１６号・第１７号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第１８号・第１９号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第１号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第２０号・第２１号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第２２号・第２３号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第２４号・第２５号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第２６号・第２７号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第２８号・第２９号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第２号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第３０号・第３１号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第３２号・第３３号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第３号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第４号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1983年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第５２号・第５３号） 研究所長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1984年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第５４号・第５５号） 研究所長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1985年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第５６号・第５７号） 研究所長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1987年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第５８号） 研究所長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1988年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第５９号） 研究所長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第５号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1989年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６０号） 研究所長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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1990年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６１号） 研究所長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1991年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６２号） 研究所長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６３号） 研究所長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1994年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６４号） 研究所長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６５号） 研究所長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６６号） 研究所長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６７号） 研究所長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６８号・第６９号） 研究所長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第６号・７号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第７０号） 研究所長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第７１号） 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第７２号） 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第８号・第９号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１１号） 研究所長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１２号・第１３号） 研究所長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１４号・第１５号） 研究所長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１６号） 研究所長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１７号・第１８号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１９号） 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1985年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第１号） 研究所長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1987年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第４号） 研究所長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1989年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第５号） 研究所長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第６号） 研究所長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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1991年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第７号） 研究所長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第８号） 研究所長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1994年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第９号・第１０号） 研究所長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1983年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第２１号） 研究所長 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1984年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第２２号・第２３号） 研究所長 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1985年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第２４号・第２５号・第２６号） 研究所長 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1987年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第２９号・第３０号） 研究所長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1988年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第３１号・第３２号） 研究所長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1989年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第３３号） 研究所長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1990年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第３４号・第３５号・第３６号） 研究所長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1991年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第３７号・第３８号・第３９号） 研究所長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1992年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第４０号・第４１号） 研究所長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1993年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第４２号・第４３号・第４４号） 研究所長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1994年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第４５号） 研究所長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第４６号） 研究所長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第４７号・第４８号） 研究所長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第４９号・第５０号） 研究所長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第５１号・第５２号・第５３号） 研究所長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第５４号・第５５号） 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第５６号） 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 研究管理
研究所報告・局内用（第５７号・第５８号・第５９号・第６０
号）

研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 研究管理 国立印刷局研究所報告発行について 研究所長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究開発報告書（完了報告書・事後評価
書）

研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：25年

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究開発報告書（実施計画書） 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：25年

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究開発報告書（実施状況報告書・中間評
価書）

研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：25年

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　発表会関係 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：5年

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　依頼関係 研究所長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：3年

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　試験品在庫高報告書 研究所長 2012年4月1日 6年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：3年

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度  運営企画会議 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度  発表会関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発報告書（完了報告書・事後評価
書）

研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発報告書（実施計画書） 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発報告書（実施状況報告書・中間評
価書）

研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度  運営企画会議 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度  発表会関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発報告書
（完了報告書・事後評価書）

研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発報告書
（実施計画書）

研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　研究開発報告書
（実施状況報告書・中間評価書）

研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2006年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成１８年度　標準書 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1970年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２３巻） 研究所長 1972年1月1日 60年 2031年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2001年3月31日
延長期間：30年

1971年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２４巻） 研究所長 1973年1月1日 60年 2032年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第２５巻） 研究所長 1974年1月1日 60年 2033年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1971年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第３４号・第３５号） 研究所長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第３６号・第３７号） 研究所長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1973年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局外用（第３８号・第３９号） 研究所長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年
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2010年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２２年度　特許等文書（特許等審議委員会） 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２３年度　特許等文書（特許等審議委員会） 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２４年度　特許等文書（特許等審議委員会） 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2006年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１８年度　研究所報告（特許等審議委員会） 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　技術開発関係 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　研究所報告（特許等審議委員会） 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　技術開発関係 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　研究所報告（特許等審議委員会） 研究所長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　研究所報告（特許等審議委員会） 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1996年度 製造 調査研究 知的財産 平成　８年度　特許等審議委員会資料 研究所長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1997年度 製造 調査研究 知的財産 平成　９年度　特許等審議委員会資料 研究所長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 知的財産 平成１０年度　特許等審議委員会資料 研究所長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 知的財産 平成１１年度　特許等審議委員会資料 研究所長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 知的財産 平成１２年度　特許等審議委員会資料 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 知的財産 平成１３年度　特許等審議委員会資料 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 知的財産 平成１４年度　特許等審議委員会資料 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 知的財産 平成１５年度　特許等審議委員会資料 研究所長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 知的財産 平成１６年度　特許等審議委員会資料 研究所長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2005年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成１７年度　知的財産関係資料（特許等審議委員会） 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 総括 平成２２年度　秘密保持誓約書 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 総括 平成２３年度　秘密保持誓約書 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 総括 平成２４年度　秘密保持誓約書 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 総括 平成２５年度　秘密保持誓約書 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　出張計画書・復命書 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　出張計画書・復命書 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　服務関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　服務関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 秘密情報管理 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 研究所長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2003年度 会計 資材 物品管理 少額資産管理台帳 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　年間所要予定額資料 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　予算関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　年間所要予定額資料 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　予算関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2005年度 研究開発 管理運営 一般 国立印刷局研究所細則 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2005年度 研究開発 管理運営 一般 国立印刷局研究所要領 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2004年度 研究開発 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿 研究所長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄
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2004年度 研究開発 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 研究所長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2005年度 研究開発 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 研究所長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2005年度 研究開発 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 研究所長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2006年度 研究開発 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 研究所長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2006年度 研究開発 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 研究所長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿 研究所長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 研究所長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発 管理運営 一般 平成２１年度　規程管理簿 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　固定資産関係簿 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　固定資産関係簿 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　固定資産関係簿 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　固定資産関係 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産関係 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産現物実査関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産台帳 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産関係 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産現物実査関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産台帳 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　監査法人による監査 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　総勘定元帳 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　監査法人による監査 研究所長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　総勘定元帳 研究所長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　監査法人による監査 研究所長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　総勘定元帳 研究所長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　年次決算関係 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　年次決算関係 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　月次決算関係 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　年次決算関係 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　月次決算関係 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　年次決算関係 研究所長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　月次決算関係 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　年次決算関係 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　監査関係 研究所長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　監査関係（会計関係） 研究所長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次決算関係 研究所長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表 研究所長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　振替伝票 研究所長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　日計表 研究所長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　年次決算関係 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　会計検査院関係 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　日計表 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次決算関係 研究所長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　合計残高試算表 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　振替伝票 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　年次決算関係 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　会計検査院関係 研究所長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　日計表 研究所長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次決算関係 研究所長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表 研究所長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　振替伝票 研究所長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　年次決算関係 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　会計検査院関係 研究所長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　日計表 研究所長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　月次決算関係 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　合計残高試算表 研究所長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　振替伝票 研究所長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　年次決算関係 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 平成１７年度　処分関係 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産 平成１８年度　処分関係 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度　発令通知原義書 研究所長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度　発令通知原義書 研究所長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度　発令通知原義書 研究所長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度　発令通知原義書 研究所長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度　発令通知原義書 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度　発令通知原義書 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度　発令通知原義書 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度　発令通知原義書 研究所長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度　発令通知原義書 研究所長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 平成２年度　発令通知原義書 研究所長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度　発令通知原義書 研究所長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度　発令通知原義書 研究所長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度　発令通知原義書 研究所長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度　発令通知原義書 研究所長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度　発令通知原義書 研究所長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度　発令通知原義書 研究所長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度　発令通知原義書 研究所長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度　発令通知原義書 研究所長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 平成１２年度　職員の服務 研究所長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成１３年度　職員の服務 研究所長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成１４年度　職員の服務 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2005年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１７年度　災害補償 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 人事記録・附属書類 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原義書 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 研究所長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 研究所長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 研究所長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　外部表彰 研究所長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　印刷局表彰 研究所長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　往復文書　人事照復 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身分証明書発行簿 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　外部表彰 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　印刷局表彰 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　往復文書　人事照復 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　発令通知原義書 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　セクハラ防止 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　休暇 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　勤務時間関係 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　セクハラ防止 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生活動実施計画 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生活動実施計画 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 安全作業基準 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 健康管理措置（意見書・指示書） 研究所長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物・機械等設備届 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 産業医・衛生管理者等の届出 研究所長 未定 交代後１年 未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 環境管理 公害防止関係届出書 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 タクシー利用に伴う協定の締結について 研究所長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 研究所長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 研究所長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 研究所長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 研究所長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄
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2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 研究所長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿 研究所長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 研究所長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿 研究所長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 研究所長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 研究所長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿 研究所長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申決裁簿 研究所長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申決裁簿 研究所長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申決裁簿 研究所長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申決裁簿 研究所長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年　文書上申決裁簿 研究所長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申決裁簿 研究所長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申決裁簿 研究所長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申決裁簿 研究所長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申決裁簿 研究所長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 研究所長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２４年度　リスク管理 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２５年度　リスク管理 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　技術開発関係 研究所長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　技術開発関係 研究所長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　技術開発関係 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄
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管理者
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分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　開発企画関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　開発企画関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　執筆・講演承認申請 研究所長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度  運営企画会議 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度  発表会関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　依頼関係 研究所長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　研究開発報告書
（完了報告書・事後評価書）

研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　研究開発報告書
（実施計画書）

研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　研究開発報告書
（実施状況報告書・中間評価書）

研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　試験品在庫高報告書 研究所長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　業務改善活動 研究所長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　業務改善提案 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 総括 平成２６年度　秘密保持誓約書 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　出張計画書・復命書 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　服務関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　外部表彰 研究所長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　印刷局表彰 研究所長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　往復文書　人事照復 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　発令通知原義書 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　厚生活動実施計画 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　システム管理関係 研究所長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 研究所長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 研究所長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２６年度　リスク管理 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係 研究所長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　年間所要予定額資料 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　予算関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産関係 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産現物実査関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産台帳 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　総勘定元帳 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　会計検査院関係 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　日計表 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　月次決算関係 研究所長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　合計残高試算表 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　振替伝票 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　年次決算関係 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　現預金残高報告書 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物管理台帳 研究所長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　貴重試験品等保管簿 研究所長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

研究所貴重試験品等取扱細則帳票類整理簿（2014年度） 研究所長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　貴重試験品等保管簿 研究所長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　開発企画関係（執筆・講演承認関係） 研究所長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　規程管理簿 研究所長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 研究所長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　押印記録簿 研究所長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書接受簿 研究所長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　開発企画関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　開発企画関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　執筆・講演承認申請 研究所長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度  内部統制推進員会 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度  発表会関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　依頼関係 研究所長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　研究開発申請書 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　研究開発申請書 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　研究開発報告書
（完了報告書・事後評価書）

研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　研究開発報告書
（実施計画書）

研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　研究開発報告書
（実施状況報告書・中間評価書）

研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　試験品在庫高報告書 研究所長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２８年度　研究開発申請書 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

Page 256



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
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2015年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２７年度　庶務関係（細則関係決裁文書） 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　貴重試験品等保管簿 研究所長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

研究所貴重試験品等取扱細則帳票類整理簿（2015年度） 研究所長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

貴重試験品等保管簿 研究所長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　貴重試験品等保管簿 研究所長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　開発企画関係（執筆・講演承認関係） 研究所長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　秘密保持誓約書 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　出張計画書・復命書 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　超過勤務命令簿 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　服務関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　外部表彰 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　印刷局表彰 研究所長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　往復文書　人事照復 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　発令通知原義書 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　厚生活動実施計画 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　システム管理関係 研究所長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２７年度　リスク管理 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係 研究所長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　高齢者雇用 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　叙位・叙勲 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　退職 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　雇用保険 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　身分証明書発行簿 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　金銭の支払のための意思決定文書 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　所議資料 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２７年度　業務改善活動 研究所長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境関係施設等届出書 研究所長 未定
要件を具備しなく
なるまで

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　予算執行状況報告書 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　予算関係（予算編成作業資料） 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　予算関係（設備投資計画資料） 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　予算追加要求書 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産関係 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産現物実査関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産台帳 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　総勘定元帳 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　会計検査院関係 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　日計表 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　月次決算関係 研究所長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　合計残高試算表 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　振替伝票 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　年次決算関係 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　現預金残高報告書 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物管理台帳 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 一般 平成２７年度　検査員任名簿 研究所長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　開発企画関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　開発企画関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　高齢者雇用 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　叙位・叙勲 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　雇用保険 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身分証明書発行簿 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　開発企画関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　開発企画関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　高齢者雇用 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　叙位・叙勲 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　雇用保険 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身分証明書発行簿 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　高齢者雇用 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　叙位・叙勲 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　雇用保険 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身分証明書発行簿 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　高齢者雇用 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位・叙勲 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　金銭の支払のための意思決定文書 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　高齢者雇用 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位・叙勲 研究所長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　高齢者雇用 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位・叙勲 研究所長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　高齢者雇用 研究所長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　叙位・叙勲 研究所長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　高齢者雇用 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位・叙勲 研究所長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　高齢者雇用 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　叙位・叙勲 研究所長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　叙位・叙勲 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2004年度 人事労務 人事給与 人事 平成１６年度　叙位・叙勲 研究所長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　押印記録簿 研究所長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　文書接受簿 研究所長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　規程管理簿 研究所長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 研究所長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成２８年度　秘密保持誓約書 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　出張計画書・復命書 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　超過勤務命令簿 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　服務関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　外部表彰 研究所長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　印刷局表彰 研究所長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　往復文書　人事照復 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　発令通知原義書 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２８年度　厚生活動実施計画 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　団体交渉議事録・協定 研究所長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　システム管理関係 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２８年度　リスク管理 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　構内管理関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　防災関係 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　高齢者雇用 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　叙位・叙勲 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　退職 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　雇用保険 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　身分証明書発行簿 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　身上調査表 研究所長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　金銭の支払のための意思決定文書 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　所議資料 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　予算執行状況報告書 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　予算関係（予算編成作業資料） 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　予算関係（設備投資計画資料） 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　予算追加要求書 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　固定資産関係 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　固定資産現物実査関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
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2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　固定資産台帳 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　総勘定元帳 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　会計検査院関係 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　日計表 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　月次決算関係 研究所長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　合計残高試算表 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　振替伝票 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　年次決算関係 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　現預金残高報告書 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物管理台帳 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２８年度　業務改善活動 研究所長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境関係施設等届出書 研究所長 未定
要件を具備しなく
なるまで

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　執筆・講演承認申請 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度  発表会関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　依頼関係 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発申請書 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発完了報告書 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発実施計画書 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発実施状況報告書 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　試験品在庫高報告書 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　庶務関係（職務発明届認定通知） 研究所長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 平成２８年度　庶務関係（補償金支払通知） 研究所長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２８年度　知的財産管理関係（細則関係決裁文書） 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成２８年度　特許等調査資料（特許等審議委員会） 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　技術開発関係（秘密管理） 研究所長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　貴重試験品等保管簿 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

研究所貴重試験品等取扱細則帳票類整理簿（2016年度） 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

貴重試験品等保管簿（平成２８年度） 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

貴重試験品等保管簿（平成28年度） 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 書庫 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 執筆・講演承認（平成28年度） 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 研究所長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 研究所長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 研究所長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般
平成１８年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般
平成１９年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般
平成２０年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般
平成２１年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般
平成２２年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般
平成２３年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般
平成２４年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般
平成２５年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般
平成２６年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2014年度 総務 管理運営 一般
平成２７年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般
平成２８年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般
平成２９年　国立印刷局研究所細則
　　　　　　　  国立印刷局研究所要領

研究所長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　文書管理関係 研究所長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　文書管理関係 研究所長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　文書管理関係 研究所長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　文書管理関係 研究所長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　文書管理関係 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　文書接受関係 研究所長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　文書接受関係 研究所長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　文書接受関係 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 総括 平成２８年度　内部統制推進委員会 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　作業環境測定結果報告書 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　作業環境測定結果報告書 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　作業環境測定結果報告書 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　作業記録簿 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　作業記録簿 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　作業記録簿 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 産業医・衛生管理者等の届出 研究所長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　産業廃棄物管理表（マニフェスト） 研究所長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2002年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成１４年度　研究所報告 研究所長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2003年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成１５年度　研究所報告 研究所長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2004年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成１６年度　研究所報告 研究所長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
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2005年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成１７年度　研究所報告 研究所長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２４年度　研究所報告 研究所長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２５年度　研究所報告 研究所長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２６年度　研究所報告 研究所長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究所報告 研究所長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究所報告 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

調査 平成２８年度　特許等調査資料（発明届） 研究所長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 執筆／講演依頼申請書（2016年度） 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 秘密保持誓約書（2016年度） 研究所長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

2016年度 研究開発 管理運営 一般 執筆・講演承認（平成２８年度） 研究所長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄

1985年度 製造 調査研究 研究管理 研究所時報（第３８巻） 研究所長 1987年1月1日 60年 2046年12月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年12月31日
延長期間：30年

1986年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（限定版）（第２号・第３号） 研究所長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

1986年度 製造 調査研究 研究管理 研究所報告・局内用（第２７号・第２８号） 研究所長 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：30年

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　環境保全関係 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　機関研修 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修 研究所長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 研究所長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究開発報告書（完了報告書・事後評価
書）

研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究開発報告書（実施計画書） 研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究開発報告書（実施状況報告書・中間評
価書）

研究所長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究所長 廃棄

1977年度 総務 環境安全 安全衛生 クレーン及びプレス設置報告書（昭和５２年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 事務管理 生産管理 製造管理 工場マニュアル 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 環境管理 ばい煙発生施設設置届等　（平成１０年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 環境管理 ばい煙発生施設設置届等　（平成１１年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1993年度 総務 環境安全 環境管理 ばい煙発生施設設置届等　（平成５年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 環境管理 ばい煙発生施設設置届等　（平成６年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 事務管理 生産管理 製造管理 標準書 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　育児休業 虎の門工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　高齢者雇用 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　旅費関係 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 原価管理 平成２４年　月次原価報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　ＩＳＯ活動資料 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　育児休業 虎の門工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　往復文書　人事照往復 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善活動（業務改善活動） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善提案 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　監査関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　兼業許可 虎の門工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　兼業許可 虎の門工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　公務員倫理 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　公務員倫理 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　高齢者雇用 虎の門工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 設備投資 設備投資 平成２４年度　実行計画資料 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　請求書（ＤＣカード・タクシー等） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　請求書（ＤＣカード・タクシー等） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　請求書（公共料金・協会加入等） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　請求書（公共料金・協会加入等） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　請求書（パスモ等） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　請求書（パスモ等） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成２４年度　運営計画（年度計画） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　年間所要予定額資料 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 原価管理 平成２５年　月次原価報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　ＩＳＯ活動資料 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　育児休業 虎の門工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　往復文書　人事照往復 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　開設許可（届出）事項等 滝野川工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善活動（業務改善活動） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善提案 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　監査関係 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　兼業許可 虎の門工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　兼業許可 虎の門工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　公務員倫理 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　公務員倫理 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　高齢者雇用 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 設備投資 設備投資 平成２５年度　実行計画資料 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　請求書（ＤＣカード・タクシー等） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　請求書（ＤＣカード・タクシー等） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　請求書（公共料金・協会加入等） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　請求書（公共料金・協会加入等） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　請求書（パスモ等） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　請求書（パスモ等） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　運営計画（年度計画） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　年間所要予定額資料 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　育児休業

東京工場長 未定 育児休業が終了
した日から3年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 医療 医療 平成２６年度　開設許可（届出）事項等

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算
平成２６年度　監査関係

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　兼業許可

東京工場長 未定 兼業が終了した日
から3年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　広報誌発行（時報関係等）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　公務員倫理

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　再任用

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　事業継続計画活動資料

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　システム管理関係

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　人材育成活動資料

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 一般 平成２６年度記念行事（各種式典）

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　EMS基本文書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　育児休業 東京工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　監査関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　兼業許可 東京工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成２７年度　広報誌発行（時報関係等） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　公務員倫理 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　再任用 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　事業継続計画活動資料 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　システム管理関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　人材育成活動資料 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備事故報告書 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度記念行事（各種式典） 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1968年度 総務 環境安全 安全衛生 ボイラ設置許可申請書　（昭和４３年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 圧力容器関係設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1978年度 総務 環境安全 安全衛生 圧力容器設置関係書類　（昭和５３年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 勤怠 育児休業 虎の門工場長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 勤怠 育児休業 滝野川工場長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1968年度 総務 環境安全 安全衛生 印刷棟事業場変更届　（昭和４３年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1972年度 総務 環境安全 環境管理 下水道局関係届出　（昭和４７年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 環境管理 下水道局関係届出　（昭和５１年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 総務 環境安全 環境管理 下水道局関係届出　（平成４年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 環境管理 下水道局関係届出　（平成５年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 環境管理 下水道局関係届出　（平成６年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1978年度 総務 環境安全 安全衛生 化学設備設置届(ワニス製造）昭和５３年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 機械等設置届（電動棚）　昭和５１年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 機械等設置変更届　検査番号輪転印刷機　昭和５１年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1975年度 総務 環境安全 安全衛生 機械等変更届（エアコン）　昭和５０年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1975年度 総務 環境安全 安全衛生 機械等変更届（仕上機）警備棟　昭和５０年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1977年度 総務 環境安全 安全衛生 局排設置適用除外認定（製３）昭和５２年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 兼業 兼業許可 虎の門工場長 未定
兼業を終了した日
から３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 兼業 兼業許可 滝野川工場長 未定
兼業が終了した日
から起算して３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1975年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物移転届（重油タンク）　昭和５０年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1975年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物機械等設置変更届（昭和５０年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1974年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物設置届（昭和４９年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1975年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物設置届（焼却炉）　昭和５０年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生
建設物設置変更届　（修理第４作業場工作係）　昭和５１
年

滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1974年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物変更届（昭和４９年）屋上講堂 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物変更届（冷凍庫）　昭和５１年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1972年度 総務 環境安全 環境管理 工場設置届　（昭和４７年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 環境管理 工場認可変更申請書　（平成１１年度） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 会計 管財 維持 国有財産台帳 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 国有財産台帳 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 取得関係（固定資産台帳） 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産 取得関係（固定資産台帳） 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 栄典表彰 栄典 叙勲受章者名簿 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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1960年度 製造 設備 管理 昭和３５年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1961年4月1日 60年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1991年3月31日
延長期間：30年

1960年度 製造 設備 管理 昭和３５年度契約電力 虎の門工場長 1961年4月1日 60年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1991年3月31日
延長期間：30年

1962年度 製造 設備 管理 昭和３７年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1963年4月1日 60年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1993年3月31日
延長期間：30年

1962年度 製造 設備 管理 昭和３７年度設計図書（新築） 虎の門工場長 1963年4月1日 60年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1993年3月31日
延長期間：30年

1963年度 製造 設備 管理 昭和３８年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1964年4月1日 60年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1994年3月31日
延長期間：30年

1964年度 製造 設備 管理 昭和３９年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1965年4月1日 60年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1995年3月31日
延長期間：30年

1964年度 製造 設備 管理 昭和３９年度設計図書（新築） 虎の門工場長 1965年4月1日 60年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1995年3月31日
延長期間：30年

1965年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４０年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1965年度 製造 設備 管理 昭和４０年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1966年4月1日 60年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1996年3月31日
延長期間：30年

1966年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４１年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1967年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４２年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1968年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４３年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1969年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４４年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1970年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４５年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1971年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４６年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1972年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４７年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1973年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４８年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1974年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４９年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1975年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５０年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５１年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1977年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５２年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1978年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５３年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1979年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５４年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1980年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５５年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度工事台帳 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1981年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５６年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1981年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５６年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1982年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５７年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1982年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５７年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1983年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５８年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1983年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５８年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1984年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５９年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1984年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５９年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
たってから１年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1985年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６０年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1985年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６０年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
たってから１年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1986年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６１年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1986年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６１年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６２年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６２年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 広報 昭和６２年度局内広報誌 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 広報 昭和６２年度局内広報誌 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 調査 昭和６２年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 調査 昭和６２年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度工事台帳 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1987年度 人事 服務 服務 昭和６２年度職員の服務 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 人事 服務 服務 昭和６２年度職員の服務 滝野川工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度発令原義 虎の門工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度発令原議 滝野川工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６３年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６３年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 広報 昭和６３年度局内広報誌 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 広報 昭和６３年度局内広報誌 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 調査 昭和６３年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 調査 昭和６３年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度工事台帳 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 昭和６３年度職員の服務 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 昭和６３年度職員の服務 滝野川工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度発令原義 虎の門工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度発令原議 滝野川工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 障害補償年金記録簿 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 管理 製造標準 設備点検標準等（印技・公文書） 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 名簿 退職者名簿 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1969年度 総務 環境安全 安全衛生 第１種圧力容器設置　許可申請書　（昭和４４年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1969年度 総務 環境安全 安全衛生 第２種圧力容器（郵券）　昭和４４年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 第２種圧力容器設置新書　（昭和５１年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1974年度 総務 環境安全 安全衛生 第２種圧力容器設置報告書（昭和４０～４９年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1977年度 総務 環境安全 安全衛生 第２種圧力容器設置報告書（昭和５２年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 経営管理 経営管理 業務運営 滝野川工場第2期中期運営計画 滝野川工場長 2009年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 製造 調査研究 知的財産 特許等文書 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生
特定化学設備等設置新設届（酸、カリ、重クロム）昭和５１
年

滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 特定化学設備等設置新設届（硫酸）昭和５１年 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1976年度 総務 環境安全 安全衛生 特定化学設備等設置届　（昭和５１年） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 特定疾患 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度　療養補償 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 広報 平成１０年度局内広報誌 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 広報 平成１０年度局内広報誌 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 調査 平成１０年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 調査 平成１０年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 調査研究 知的財産 平成１０年度契約書 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度工事台帳 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度災害補償認定 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 平成１０年度職員の服務 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 平成１０年度職員の服務 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度発令原義 虎の門工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度発令原議 滝野川工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度療養補償 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿 虎の門工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿 虎の門工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　ドラ凹機等の安全対策 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　療養補償 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 広報 平成１１年度局内広報誌 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 広報 平成１１年度局内広報誌 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 調査 平成１１年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 調査 平成１１年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 製造 調査研究 知的財産 平成１１年度契約書 滝野川工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成1１年度工事台帳 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度災害補償認定 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 平成１１年度職員の服務 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 平成１１年度職員の服務 滝野川工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度発令原義 虎の門工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度発令原議 滝野川工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度療養補償 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　ドラ凹機等の安全対策 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　療養補償 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度局内広報誌 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 広報 平成１２年度局内広報誌 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 調査 平成１２年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 調査 平成１２年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 知的財産 平成１２年度契約書 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成1２年度工事台帳 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度災害補償認定 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 平成１２年度職員の服務 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 平成１２年度職員の服務 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度発令原義 虎の門工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度発令原議 滝野川工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度療養補償 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１３年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 知的財産 平成１３年度　契約書 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成13年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成13年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 技術情報 平成１３年度　実験報告書 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度　設計図書（模様替） 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度　報告書等 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成13年度　療養補償 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 平成13年度局内広報誌 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 広報 平成13年度局内広報誌 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 調査 平成１３年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 調査 平成13年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成13年度公印管理 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成13年度公印管理 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度工事台帳 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１３年度災害補償認定 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成１３年度職員の服務 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成13年度職員の服務 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度発令原義 虎の門工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成13年度発令原議 滝野川工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成13年度療養補償 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 知的財産 平成１４年度　契約書 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2002年度 製造 調査研究 技術情報 平成１４年度　実験報告書 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度　設計図書（模様替） 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度　報告書等 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成14年度機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 広報 平成14年度局内広報誌 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 広報 平成14年度局内広報誌 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 調査 平成１４年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 調査 平成14年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後５年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度工事台帳 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成14年度災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成１４年度職員の服務 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成14年度職員の服務 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度設計図書(模様替） 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度発令原議 虎の門工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成14年度発令原議 滝野川工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成14年度療養補償 滝野川工場長 未定 完結後3年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書決裁上申簿 虎の門工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書決裁上申簿 虎の門工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 技術情報 平成１５年度　契約書 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 技術情報 平成１５年度　実験報告書 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度　設計図書(模様替） 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 広報 平成1５年度局内広報誌 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 広報 平成1５年度局内広報誌 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成１５年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成15年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成15年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度工事台帳 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成15年度災害補償認定 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成15年度実地検査 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成１５年度職員の服務 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成15年度職員の服務 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成15年度職員の服務 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 会計 決算 年次決算 平成15年度年次決算報告書 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度発令原議 虎の門工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成15年度発令原議 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成15年度発令原議 滝野川工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度療養補償 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2004年度 製造 調査研究 技術情報 平成１６年度　契約書 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 技術情報 平成１６年度　実験報告書 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度　設計図書（模様替） 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成16年度ドラ凹機等の安全対策 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成16年度機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 広報 平成１６年度局内広報誌 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 広報 平成１６年度局内広報誌 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 調査 平成１６年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 調査 平成16年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成16年度月次決算報告書 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成16年度健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度工事台帳 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成16年度災害補償認定 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成16年度災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 服務 服務 平成１６年度職員の服務 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 服務 服務 平成16年度職員の服務 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 会計 決算 年次決算 平成１６年度年次決算報告書 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成16年度発令原義 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度発令原議 虎の門工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成16年度発令原議 滝野川工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成16年度予定費用 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成16年度療養補償 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申決裁簿 虎の門工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 文書管理 平成１７年　規程管理簿 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 文書管理 平成１７年　規程管理簿 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成１７年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 文書管理 平成１７年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 法務管理 文書管理 平成１７年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 経営管理 環境 環境
平成１７年　国立印刷局細則（虎の門工場環境マネジメン
ト）

虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 人事労務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

契約 平成１７年度　契約書 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　月次決算関係（報告書） 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　月次決算関係（予定費用） 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　工事台帳 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償認定 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１７年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１７年度　特許等文書 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 虎の門工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 滝野川工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　規程管理簿 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　規程管理簿 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 経営管理 業務改善 業務改善
平成１８年　国立印刷局細則（虎の門工場業務改善活動
実施細則）

虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2005年度 人事労務 管理運営 一般 平成１8年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１8年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１8年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１8年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 滝野川工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　月次決算関係 滝野川工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１8年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１8年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１８年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１８年度　特許等文書 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 滝野川工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成18年度災害補償認定 虎の門工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　規程管理簿 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　規程管理簿 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年　休暇 虎の門工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年　休暇 虎の門工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 経営管理 環境 環境 平成１９年　国立印刷局要領（廃液マニュアル） 虎の門工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 人事労務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１9年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１9年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１9年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械取得資料 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 滝野川工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　月次決算関係 滝野川工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１9年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１9年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１９年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　専従許可 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　専従許可 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　動力月報 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１９年度　特許等文書 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 経営管理 組織・要員 要員 平成１９年度　要員関係（在籍人員） 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 経営管理 組織・要員 要員 平成１９年度　要員関係（在籍人員） 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　旅費関係 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　旅費関係 虎の門工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労働協約 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労務管理 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労務処理 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労務処理状況 滝野川工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成19年度災害補償認定 虎の門工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　規程管理簿 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　規程管理簿 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年　休暇 虎の門工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年　休暇 虎の門工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 人事労務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　外部表彰 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械取得資料 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　月次決算関係 滝野川工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成２０年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから2年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　専従許可 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　専従許可 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成２０年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　動力月報 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２０年度　特許等文書 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　文化財遺跡調査報告書 滝野川工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２０年度　要員関係（在籍人員） 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２０年度　要員関係（在籍人員） 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　旅費関係 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　旅費関係 虎の門工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労務管理 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労務処理 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労務処理状況 滝野川工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20年度災害補償認定 虎の門工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　規程管理簿 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　規程管理簿 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年　休暇 虎の門工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年　休暇 虎の門工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成21年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成21年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成21年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　機械取得資料 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　月次決算関係 滝野川工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　工事台帳 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　工事台帳 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成２１年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成21年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成21年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　専従許可 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　専従許可 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成２１年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　動力月報 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２１年度　特許等文書 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　文化財遺跡調査報告書 滝野川工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2009年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２１年度　要員関係（在籍人員） 虎の門工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労務管理 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労務処理 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労務処理状況 滝野川工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成21年度災害補償認定 虎の門工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労働協約 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労務処理 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　規程管理簿 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　規程管理簿 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年　休暇 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年　休暇 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

Page 292



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　年次決算関係 滝野川工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成22年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成22年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成22年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成22年度　安全衛生関係（作業環境測定結果） 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成２２年度　各種報告書・帳票 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書） 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械取得資料 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次決算関係 滝野川工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事設計図書作成・工事監督書類 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事設計図書作成・工事監督書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
たってから１年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事台帳 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事台帳 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成22年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成22年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成22年度　手許現金保管簿 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成22年度　出納員現金出納簿 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　小規模工事関係（小中破修繕） 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　専従許可 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　専従許可 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　総勘定元帳 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　総勘定元帳 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（請求書） 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（入金伝票） 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（領収証（控え）） 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　伝票 滝野川工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　伝票（振替伝票） 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　動力月報 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２２年度　特許等文書 虎の門工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　日計表（仕訳日計表） 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　文化財遺跡調査報告書 滝野川工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 訟務 平成２２年度　法律相談 虎の門工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２２年度　要員関係（在籍人員） 虎の門工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労務管理 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労務処理状況 滝野川工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　労働協約 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　労務処理 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　規程管理簿 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　規程管理簿 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年　休暇 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年　休暇 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備事故報告書 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　年次決算関係 滝野川工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　旅費関係 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係（作業環境測定結果） 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　各種報告書・帳票 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書） 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境
平成２３年度　環境保全関係（産業廃棄物マニフェスト伝
票）

滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境
平成２３年度　環境保全関係（産業廃棄物処理委託契約
書）

滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械取得資料 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次決算関係 滝野川工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事台帳 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事台帳 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成２３年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　手許現金保管簿 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　出納員現金出納簿 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　専従許可 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　専従許可 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　総勘定元帳 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　総勘定元帳 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成２３年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（請求書） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（入金伝票） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（領収証（控え）） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　伝票 滝野川工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　伝票（振替伝票） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　動力月報 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２３年度　特許等文書 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　日計表（仕訳日計表） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　年次決算関係（報告書） 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　文化財遺跡調査報告書 滝野川工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 訟務 平成２３年度　法律相談 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　労務管理 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　労務処理状況 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労働協約 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４度　安全衛生委員会議事録 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　規程管理簿 虎の門工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年　休暇 虎の門工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局要領 虎の門工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２４年　資材調達関係（給付完了届） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２４年　資材調達関係（契約依頼書） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　Ｘ線関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤務時間関係(鍵当番命令簿） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤務時間関係(特例措置） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２4年度　決裁文書 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　再作成連絡表 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　作業是正報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 自主保全 自主保全 平成２４年度　自主保全活動 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　システム関係資料（運用支援及び保守） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　システム関係資料（設計開発） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産運営 物流管理 平成２４年度　実地棚卸関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　職員研修計画（研修管理） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造完了報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造仕様書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備事故報告書 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　トラブル事案発生報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２４年度　年間製造計画等（年間製造計画・生産管理
活動計画）

虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　年次決算関係 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２４年度　リスク管理 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２４年度　リスク管理 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　旅費関係 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生管理計画 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（ワニス棟新築に伴う届出） 滝野川工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（作業環境測定結果） 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（残留塩素測定） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（傷病休業統計表） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２４年度　安全衛生関係（総括安全衛生管理者等選
任報告）

滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成２４年度　運営計画 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　運用関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　運用関係（使用承認） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般
平成２４年度　会議・打合せ会関係【研究管理委員会資
料】

虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　会計検査院実地検査 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善活動（業務改善活動） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善提案 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　外部表彰 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　各種計画書（営繕関係概算書） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　各種報告書・帳票 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係（PCB保管状況報告書） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係（虎の門工場環境保全計画） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　環境保全関係（虎の門工場環境目標プロ
グラム）

虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書） 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム
基本文書）

滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係（虎の門工場環境目的目標） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　環境保全関係（産業廃棄物マニフェスト伝
票）

滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　環境保全関係（産業廃棄物処理委託契約
書）

滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係（取得計画書） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係（排出物測定状況） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　監査法人期中監査 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械取得資料 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修(部外） 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修(部内) 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　技術開発関係（実験計画書） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　業務改善活動 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係(超過勤務命令簿） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２4年度　金銭の支払のための意思決定文書 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次決算関係 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　健康診断個人ファイル 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価審議会・分析資料 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価審議会・分析資料 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価報告書関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　虎の門工場トラクレデータベース 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生活動実施計画 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生活動実施計画 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事設計図書作成・工事監督書類 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事設計図書作成・工事監督書類 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事台帳 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事台帳 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　社会保険（雇用保険） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得・処分関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　手許現金保管簿 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　出納員現金出納簿 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　処分関係 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　庶務関係(訃報通知・花輪の贈呈） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　諸謝金 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小規模工事関係（小中破修繕） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　渉外行事 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　渉外行事 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　職員研修計画 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　診療状況報告書 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療録（一般科） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療録（歯科） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療録等 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身分証明書発行簿 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係（整理簿） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係（日程計画表） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示報告書 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示関係（製造指図書） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示関係（版面等製造内訳書） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示文書（作業連絡票） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造実績関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造要項 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　製品納入関係（給付完了届（場外工場分）） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　製品納入関係（納品書・受領書） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　専従許可 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２４年度　組織関係（職制定数） 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　総勘定元帳 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　総勘定元帳 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　総合予算関係（資本予算） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　総合予算関係（年間所要予定額） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　棚卸資産管理関係（実施棚卸関係） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　棚卸資産管理関係（長期未使用物品） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（技術系研修） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（長期部外委託研修） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（中央階層別研修） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（通信教育講座） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　中央行事 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　中央行事 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　中央行事（親善大会） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（入金伝票） 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（領収証（控え）） 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　超過勤務命令簿 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　伝票 滝野川工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　伝票（振替伝票） 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　動力月報 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2012年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２４年度　特許等文書 虎の門工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　日計表（仕訳日計表） 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係（トラブル・クレーム） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係（製品貸借帳） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２４年度　品質管理関係（年末年始製造品等保管報
告書）

虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係（標準点検報告書） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　服務関係 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　文化財遺跡調査報告書 滝野川工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　保守点検関係（概算書作成書類） 滝野川工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　保守点検関係（結果表） 滝野川工場長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2012年度 総務 法務管理 訟務 平成２4年度　法律相談 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　輸送関係（輸送命令書） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務管理 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理状況 滝野川工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理状況（事務折衝） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理状況（責任ある場） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理状況（話し合い） 虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労働協約 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５度　安全衛生委員会議事録 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　規程管理簿 虎の門工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年　休暇 虎の門工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局要領 虎の門工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２５年　資材調達関係（給付完了届） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２５年　資材調達関係（契約依頼書） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　Ｘ線関係 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤務時間関係(鍵当番命令簿） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤務時間関係(特例措置） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　再作成連絡表 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　作業是正報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 自主保全 自主保全 平成２5年度　自主保全活動 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　システム関係資料（運用支援及び保守） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　システム関係資料（設計開発） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産運営 物流管理 平成２５年度　実地棚卸関係 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　職員研修計画（研修管理） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造完了報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造仕様書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　トラブル事案発生報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２５年度　年間製造計画等（年間製造計画・生産管理
活動計画）

虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　年次決算関係 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２５年度　リスク管理 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２５年度　リスク管理 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　旅費関係 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生管理計画 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（ワニス棟新築に伴う届出） 滝野川工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（機械等設置届） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（健康管理措置） 滝野川工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 滝野川工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（作業環境測定結果） 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（残留塩素測定） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（傷病休業統計表） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２５年度　安全衛生関係（総括安全衛生管理者等選
任報告）

滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　印刷局表彰 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　運営計画 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　運用関係(減損調査・現物実査・その他) 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　運用関係（使用承認） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般
平成２５年度　会議・打合せ会関係【研究管理委員会資
料】

虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　会計検査院実地検査 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善活動（業務改善活動） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善提案 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　外部表彰 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　各種計画書（営繕関係概算書） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　各種報告書・帳票(固定資産台帳) 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（PCB保管状況報告書） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（虎の門工場環境保全計画） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　環境保全関係（虎の門工場環境目標プロ
グラム）

虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（廃棄物処理状況報告書） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書） 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム
基本文書）

滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（虎の門工場環境目的目標） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　環境保全関係（産業廃棄物マニフェスト伝
票）

滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　環境保全関係（産業廃棄物処理委託契約
書）

滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（取得計画書） 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（排出物測定状況） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　監査法人期中監査 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械関係概算書 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械関係概算書 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械取得資料 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修(部外） 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修(部内) 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　技術開発関係（実験計画書） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　業務改善活動 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

Page 310



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係(超過勤務命令簿） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　勤務に関する意見書 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤務時間関係 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　金銭の支払のための意思決定文書 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　月次決算関係 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　月次決算関係（報告書（１年分）） 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　健康診断個人ファイル 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価審議会・分析資料 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価審議会・分析資料 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価報告書関係 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　虎の門工場トラクレデータベース 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生活動実施計画 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生活動実施計画 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事設計図書作成・工事監督書類 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事設計図書作成・工事監督書類 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事台帳 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事台帳 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　広報誌（とらのもん） 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　国立印刷局規則（就業規則） 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　採用 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　災害補償（認定） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　災害補償（療養補償） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　実験･調査等報告書 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　社会保険（雇用保険） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　取得・処分関係 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　取得関係 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　手許現金保管簿 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　出納員現金出納簿 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　処分関係(除却) 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　庶務関係(訃報通知・花輪の贈呈） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　諸謝金 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　叙位･叙勲 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　小規模工事関係（小中破修繕） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　渉外行事 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　渉外行事 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　職員研修計画 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 管理運営 平成25年度　診療状況報告書 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療録（一般科） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療録（歯科） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　診療録等 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身体障害者雇用状況調査 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身分証明書発行簿 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造計画関係（整理簿） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造計画関係（日程計画表） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造指示報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造指示報告書 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造指示関係（製造指図書） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造指示関係（版面等製造内訳書） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造指示文書（作業連絡票） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造要項 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　製品納入関係（給付完了届（場外工場分）） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　製品納入関係（納品書・受領書） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　設備等仕様書 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　設備等仕様書 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　専従許可 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２５年度　組織関係（職制定数） 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　総勘定元帳 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　総勘定元帳 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　総合予算関係（資本予算） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　総合予算関係（年間所要予定額） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　滝野川工場機関誌「にんじん」 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　棚卸資産管理関係（実施棚卸関係） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　棚卸資産管理関係（長期未使用物品） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　団体交渉議事録 虎の門工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　団体交渉議事録 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（技術系研修） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（長期部外委託研修） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（中央階層別研修） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（通信教育講座） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　中央行事 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　中央行事 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　中央行事（親善大会） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（入金伝票） 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（領収証（控え）） 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　超過勤務命令簿 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　伝票（振替伝票） 滝野川工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　伝票（振替伝票） 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　動力月報 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２５年度　特許等文書 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　日計表（仕訳日計表） 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　発令通知原義書 虎の門工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係（トラブル・クレーム） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係（製品貸借帳） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２５年度　品質管理関係（年末年始製造品等保管報
告書）

虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係（標準点検報告書） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　服務関係 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　文化財遺跡調査報告書 滝野川工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　保守点検関係（概算書作成書類） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 訟務 平成２５年度　法律相談 虎の門工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　輸送関係（輸送命令書） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務管理 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理状況 滝野川工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理状況（事務折衝） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理状況（責任ある場） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理状況（話し合い） 虎の門工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2013年度
総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局細則（東京工場　総務グループ）

東京工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2013年度
総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局要領（東京工場　総務グループ）

東京工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係（損紙処理）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労働協約

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労務処理

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　規程管理簿 虎の門工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　休暇 虎の門工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成２６年　給与総括表 虎の門工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局細則 虎の門工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局細則（虎の門工場） 虎の門工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局細則（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局要領（虎の門工場） 虎の門工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　国立印刷局要領（虎の門工場総務Ｇ警備Ｔ） 虎の門工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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2014年度
事務管理 生産管理 調達管理 平成２６年　資材調達関係（給付完了届）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事務管理 生産管理 調達管理 平成２６年　資材調達関係（契約依頼書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿 虎の門工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　セクハラ防止

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　QMS・ISMS活動資料

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 医療 医療 平成２６年度　Ｘ線関係

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（着任届）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事務管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　作業是正報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 自主保全 自主保全 平成２６年度　自主保全活動

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　システム関係資料（運用支援及び保守）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　システム関係資料（設計開発）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産運営 物流管理 平成２６年度　実地棚卸関係

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　職員研修計画（研修管理）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事務管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造完了報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事務管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造仕様書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　東京工場機関誌「あすかやま」

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理

平成２６年度　年間製造計画等（年間製造計画・生産管理
活動計画）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　年次決算関係

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　毎月勤務統計調査

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 リスク管理 平成２６年度　リスク・コンプライアンス委員会

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 リスク管理 平成２６年度　リスク管理

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　旅費関係

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生実施報告書）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

Page 316



国立印刷局法人文書ファイル管理簿
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保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
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満了日
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分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生委員会議事録）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生教育実施報告書）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生

平成２６年度　安全衛生関係（害虫防除） 東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（簡易専用水道検査）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（機械等設置届）

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから3年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（健康管理措置）

東京工場長 未定
本人退職後3年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書）

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（作業環境測定結果）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（取得計画書）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　印刷局表彰

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　運営計画

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 資産 平成２６年度　運用関係(減損調査・現物実査・その他)

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　会計検査院実地検査

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　改善提案

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　外部表彰

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　各種計画書（営繕関係概算書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 資産 平成２６年度　各種報告書・帳票(固定資産台帳)

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　官公庁等提出書類

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから1年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　官公庁等提出書類

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから1年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（PCB保管状況報告書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（廃棄物処理状況報告書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（ばい煙排出量調査報告書）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（下水道局関係届出）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境

平成２６年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム
基本文書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境

平成２６年度　環境保全関係(環境マネジメントシステム記
録）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境

平成２６年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム
記録）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（環境月間）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境

平成２６年度　環境保全関係（産業廃棄物マニフェスト伝
票）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境

平成２６年度　環境保全関係（産業廃棄物処理委託契約
書）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（取得計画書）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境

平成２６年度　環境保全関係（大気汚染緊急時における
ばい煙減少計画）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係（排出物測定状況）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　監査法人監査

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　管理換実施書

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械関係概算書

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械取得資料

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修(部外）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修(部内)

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　技術開発関係（実験計画書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
CD 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　業務改善活動

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係(特殊勤務整理簿）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　勤務に関する意見書

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤務時間関係

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　月次決算関係

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 医療 医療 平成２６年度　健康診断個人ファイル

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 原価管理 平成２６年度　原価審議会・分析資料

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 原価管理 平成２６年度　原価報告書関係

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工事設計図書作成・工事監督書類

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工事台帳

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　採用

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　災害補償(公務災害）（認定・療養補償）

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから5年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務部 労働厚生 厚生 平成２６年度　財務省俳句大会（旧大蔵省）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務部 労働厚生 厚生 平成２６年度　財務省美術展覧会（旧大蔵省）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 資産 平成２６年度　使用承認

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 調達管理 平成２６年度　資材調達関係（契約依頼書）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
研究開発

研究開発
管理

研究開発企
画 平成２６年度　実験･調査等報告書

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
CD 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　社会保険（雇用保険）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 資産 平成２６年度　取得関係

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　手許現金保管簿

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務部 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎貸与関係（申請承認）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　出納員現金出納簿

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 資産 平成２６年度　処分関係(除却)

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　叙位･叙勲

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　小規模工事関係（小中破修繕）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　職員の服務制度

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 医療 管理運営 平成２６年度　診療状況報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 医療 医療 平成２６年度　診療録（一般科）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 医療 医療 平成２６年度　診療録（歯科）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身体障害者雇用状況調査

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身分証明書発行簿

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造計画関係（整理簿）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造計画関係（日程計画表）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造指示報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造指示関係（製造指図書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造指示関係（版面等製造内訳書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事務管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造指示文書（作業連絡票）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係（廃版処理）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係（廃版処理）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造要項

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製品貸借帳

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　製品納入関係（給付完了届（場外工場分））

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　製品納入関係（納品書・受領書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書）

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから1年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録(運転記録）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録（修理計画表)

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在
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法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度
事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録（保全記録）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録（保全記録)

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備等仕様書

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから1年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　専従許可

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　総勘定元帳

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
DVD 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　総合予算関係（資本予算）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　総合予算関係（年間所要予定額）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　棚卸資産管理関係（実施棚卸関係）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　棚卸資産管理関係（長期未使用物品）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　団体交渉議事録

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　団体交渉議事録（東京支部）

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（技術系研修）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（長期部外委託研修）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（中央階層別研修）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（通信教育講座）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務部 労働厚生 厚生 平成２６年度　中央行事（親善大会）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　超過勤務命令簿

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　伝票（振替伝票）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　動力月報

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務

知的財産
管理 出願 平成２６年度　特許等文書

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別
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年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度
財務 財務管理 決算 平成２６年度　日計表（仕訳日計表）

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
ＤＶＤ 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　発令通知原義書

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 一般 平成２６年度　被服関係

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（トラブル・クレーム）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（製品貸借帳）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理

平成２６年度　品質管理関係（年末年始製造品等保管報
告書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（標準点検報告書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　文化財遺跡調査報告書

東京工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　保守点検関係（概算書作成書類）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　保守点検関係（結果表）

東京工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 法務管理 訟務 平成２６年度　法律相談

東京工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災体制

東京工場長 未定 要件を具備しなく
なってから1年

未定
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災点検

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　輸送関係（輸送命令書）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 管理運営 一般 平成２６年度　予算管理関係（総務関係取得）

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労務管理

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労務処理状況

東京工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄
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2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度廃版処理報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度廃版処理報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度廃版処理報告書

東京工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 法務管理 文書管理 平成２７年　規程管理簿

東京工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　国立印刷局細則（東京工場） 東京工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　国立印刷局要領（東京工場） 東京工場長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２７年度　リスク・コンプライアンス委員会 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務部 労働厚生 厚生 平成２７年度　財務省俳句大会（旧大蔵省） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係（損紙処理） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労働協約 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労務処理 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２７年　休暇

東京工場長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係(休日振替等）

東京工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係(出勤簿）

東京工場長 2016年1月1日 5年 2020年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係(診断書）

東京工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2014年度
総務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿

東京工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日
紙 事務室

東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　セクハラ防止 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２７年度  特定個人情報取扱関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　EMS記録 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　EMS文書 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　QMS・ISMS活動資料 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　Ｘ線関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　期間別製造計画 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係（着任届） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究開発課題実施状況報告書 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究開発課題計画書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２７年度　研究管理委員会資料 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　作業是正報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　システム関係資料（運用支援及び保守） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　システム関係資料（設計開発） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産運営 物流管理 平成２７年度　実地棚卸関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　職員研修計画（研修管理） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造完了報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造仕様書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成２７年度　東京工場機関誌「あすかやま」 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２７年度　年間製造計画等（年間製造計画・生産管理
活動計画）

東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　年次決算関係 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　毎月勤務統計調査 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　輸送計画関係資料 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２７年度　リスク・コンプライアンス委員会 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２７年度　リスク管理 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　旅費関係 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生実施報告書） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生委員会議事録） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生教育実施報告書） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（害虫防除） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（簡易専用水道検査） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（機械等設置届） 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（健康管理措置） 東京工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（作業環境測定結果） 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（取得計画書） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　印刷局表彰 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 総括 平成２７年度　運営計画 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　運用関係(減損調査・現物実査・その他) 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　会計検査院実地検査 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理
業務改善
自主保全

業務改善
自主保全

平成２７年度　改善活動 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　外部表彰 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　各種計画書（営繕関係概算書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　各種報告書・帳票(固定資産台帳) 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　官公庁等提出書類 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　官公庁等提出書類 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（PCB保管状況報告書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（廃棄物処理状況報告書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（ばい煙排出量調査報告書） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書） 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（下水道局関係届出） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境
平成２７年度　環境保全関係(環境マネジメントシステム記
録）

東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境
平成２７年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム
記録）

東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（環境月間） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境
平成２７年度　環境保全関係（産業廃棄物マニフェスト伝
票）

東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境
平成２７年度　環境保全関係（産業廃棄物処理委託契約
書）

東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（取得計画書） 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境
平成２７年度　環境保全関係（大気汚染緊急時における
ばい煙減少計画）

東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係（排出物測定状況） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　監査法人監査 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　管理換実施書 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２７年度　機械関係概算書 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２７年度　機械取得資料 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修(部外） 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修(部内) 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係(特殊勤務整理簿） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　勤務に関する意見書 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤務時間関係 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　月次決算関係 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　健康診断個人ファイル 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２７年度　原価審議会・分析資料 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２７年度　原価報告書関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　工事設計図書作成・工事監督書類 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　工事台帳 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　採用 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　災害補償(公務災害）（認定・療養補償） 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務部 労働厚生 厚生 平成２７年度　財務省美術展覧会（旧大蔵省） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　使用承認 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　資材調達関係（給付完了届） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　資材調達関係（契約依頼書） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　資材調達関係（契約依頼書） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　社会保険（雇用保険） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　取得関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　手許現金保管簿 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務部 労働厚生 宿舎 平成２７年度　宿舎貸与関係（申請承認） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　出納員現金出納簿 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　処分関係(除却) 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　叙位･叙勲 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　小規模工事関係（小中破修繕） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　職員の服務制度 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 管理運営 平成２７年度　診療状況報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　診療録（一般科） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　診療録（歯科） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　身体障害者雇用状況調査 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　身分証明書発行簿 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造計画関係資料 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造指示関係（整理簿） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造指示報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造指示関係（製造指図書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造指示関係（版面等製造内訳書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造指示文書（作業連絡票） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２7年度　製造実績関係（廃版処理） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係（廃版処理） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造要項 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　製品納入関係（給付完了届（場外工場分）） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　製品納入関係（納品書・受領書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録(運転記録） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（修理計画表) 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（保全記録） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（保全記録) 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備等仕様書 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　専従許可 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　総勘定元帳 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　総合予算関係（資本予算） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　総合予算関係（年間所要予定額） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　貸借帳 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　退職 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　棚卸資産管理関係（実施棚卸関係） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　棚卸資産管理関係（長期未使用物品） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　団体交渉議事録 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　団体交渉議事録（東京支部） 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（技術系研修） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（長期部外委託研修） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（中央階層別研修） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（通信教育講座） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務部 労働厚生 厚生 平成２７年度　中央行事（親善大会） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　超過勤務命令簿 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　伝票（振替伝票） 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　動力月報 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成２７年度　特許等文書 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　日計表（仕訳日計表） 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 ＤＶＤ 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　発令通知原義書 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　被服関係 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（トラブル・クレーム） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２7年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２７年度　品質管理関係（年末年始製造品等保管報
告書）

東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（標準点検報告書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　服務関係 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　文化財遺跡調査報告書 東京工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　保守点検関係（概算書作成書類） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　保守点検関係（結果表） 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 訟務 平成２７年度　法律相談 東京工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２7年度　防災行事 東京工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災体制 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２7年度　防災点検 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　輸送関係（輸送命令書） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　予算管理関係（総務関係取得） 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労務管理 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労務処理状況 東京工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度廃版処理報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度廃版処理報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度廃版処理報告書 東京工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　規程管理簿 東京工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局細則（東京工場） 東京工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局要領（東京工場） 東京工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　押印記録簿 東京工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　休暇 東京工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成２８年　給与総括表 東京工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 ＤＶＤ 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係(休日振替等） 東京工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係(出勤簿） 東京工場長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係(診断書） 東京工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 東京工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書接受簿 東京工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1990年度 総務 環境安全 安全衛生 平成２年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 総務 環境安全 安全衛生 平成２年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 広報 平成２年度局内広報誌 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 広報 平成２年度局内広報誌 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 調査 平成２年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 調査 平成２年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度工事台帳 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 平成２年度職員の服務 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 平成２年度職員の服務 滝野川工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 平成２年度発令原義 虎の門工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1990年度 人事 任免 任免 平成２年度発令原議 滝野川工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 総務 環境安全 安全衛生 平成３年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 総務 環境安全 安全衛生 平成３年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 広報 平成３年度局内広報誌 虎の門工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 調査 平成３年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 調査 平成３年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度工事台帳 虎の門工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 平成３年度職員の服務 虎の門工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 平成３年度職員の服務 滝野川工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度発令原義 虎の門工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度発令原議 滝野川工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 総務 環境安全 安全衛生 平成４年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 総務 環境安全 安全衛生 平成４年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 総務 環境安全 安全衛生 平成４年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 広報 平成４年度局内広報誌 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 調査 平成４年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 調査 平成４年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度工事台帳 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1992年度 人事 服務 服務 平成４年度職員の服務 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 人事 服務 服務 平成４年度職員の服務 滝野川工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書（新築） 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度発令原義 虎の門工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度発令原議 滝野川工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 安全衛生 平成５年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度　契約電力 滝野川工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 安全衛生 平成５年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 総務 環境安全 安全衛生 平成５年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 広報 平成５年度局内広報誌 虎の門工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 調査 平成５年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 調査 平成５年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度工事台帳 虎の門工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 平成５年度職員の服務 虎の門工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 平成５年度職員の服務 滝野川工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度発令原義 虎の門工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度発令原議 滝野川工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 安全衛生 平成６年度　ドラ凹機等の安全対策 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 安全衛生 平成６年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 安全衛生 平成６年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 安全衛生 平成６年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1994年度 製造 設備 管理 平成６年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度　報告書等 滝野川工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 広報 平成６年度局内広報誌 虎の門工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 調査 平成６年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 調査 平成６年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度工事台帳 虎の門工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 平成６年度職員の服務 虎の門工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 平成６年度職員の服務 滝野川工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度発令原義 虎の門工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度発令原議 滝野川工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 総務 環境安全 安全衛生 平成７年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度　契約電力 滝野川工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1995年度 総務 環境安全 安全衛生 平成７年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 総務 環境安全 安全衛生 平成７年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 広報 平成７年度局内広報誌 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 調査 平成７年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 調査 平成７年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度工事台帳 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 平成７年度職員の服務 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 平成７年度職員の服務 滝野川工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄
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1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度発令原義 虎の門工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度発令原議 滝野川工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 平成８年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 平成８年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 平成８年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 平成８年度　療養補償 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 広報 平成８年度局内広報誌 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 調査 平成８年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 調査 平成８年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度契約電力 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度工事台帳 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 平成８年度災害補償認定 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 平成８年度職員の服務 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 平成８年度職員の服務 滝野川工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度発令原義 虎の門工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度発令原議 滝野川工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 平成８年度療養補償 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
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1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申決裁簿 虎の門工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度　ドラ凹機等の安全対策 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度　契約電力 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度　健康管理措置 滝野川工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度　報告書等 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度　療養補償 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 広報 平成９年度局内広報誌 虎の門工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 調査 平成９年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 調査 平成９年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度工事台帳 虎の門工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度災害補償認定 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 平成９年度職員の服務 虎の門工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 平成９年度職員の服務 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度発令原義 虎の門工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度発令原議 滝野川工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1997年度 総務 環境安全 安全衛生 平成９年度療養補償 虎の門工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申決裁簿 虎の門工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度　官公庁等提出書類 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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1989年度 総務 環境安全 安全衛生 平成元年度　機械等設置届 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度　契約電力 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1989年度 総務 環境安全 安全衛生 平成元年度　災害補償認定 滝野川工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度　報告書等 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度官公庁等提出書類 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 広報 平成元年度局内広報誌 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 調査 平成元年度勤務に関する意見書 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 調査 平成元年度勤務に関する意見書 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度工事台帳 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 平成元年度職員の服務 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 平成元年度職員の服務 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度設計図書（模様替） 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度発令原義 虎の門工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度発令原議 滝野川工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 東京工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 補装具の支給 滝野川工場長 未定 完結後３年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般
平成２４年度　金銭の支払いのための意思決定文書（支
払調書を除く）

虎の門工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　支払調書 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　育児休業 東京工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　兼業許可 東京工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　公務員倫理 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　再任用 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　人材育成活動資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　セクハラ防止 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成２８年度  特定個人情報取扱関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係（着任届） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　職員研修計画（研修管理） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　毎月勤務統計調査 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　旅費関係 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　印刷局表彰 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　外部表彰 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修(部外） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修(部内) 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係(特殊勤務整理簿） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　勤務に関する意見書 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　勤務時間関係 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　採用 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　社会保険（雇用保険） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　叙位･叙勲 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　職員の服務制度 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　身体障害者雇用状況調査 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　身分証明書発行簿 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　専従許可 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　退職 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（技術系研修） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（長期部外委託研修） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（中央階層別研修） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（通信教育講座） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　超過勤務命令簿 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　発令通知原義書 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年度　服務関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２９年　休暇 東京工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 給与 平成２９年　給与総括表 東京工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 ＤＶＤ 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２９年　勤怠関係(休日振替等） 東京工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２９年　勤怠関係(出勤簿） 東京工場長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成２９年　勤怠関係(診断書） 東京工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成２８年度　身上調査表 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　EMS基本文書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　EMS記録 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　EMS文書 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　QMS・ISMS活動資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理
業務改善
自主保全

業務改善
自主保全

平成２８年度　改善活動 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 広報 対内広報 平成２８年度　広報誌発行（時報関係等） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 一般 平成２８年度記念行事（各種式典） 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局細則（東京工場） 東京工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　国立印刷局要領（東京工場） 東京工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２８年度　リスク・コンプライアンス委員会 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 広報 対内広報 平成２８年度　東京工場機関誌「あすかやま」 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２８年度　リスク・コンプライアンス委員会 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２８年度　リスク管理 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係（総務関係取得） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　監査関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　規程管理簿 東京工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　国立印刷局細則（東京工場） 東京工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　国立印刷局要領（東京工場） 東京工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　押印記録簿 東京工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 東京工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　文書接受簿 東京工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　事業継続計画活動資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　人材育成活動資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 総括 平成２８年度　運営計画 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務部 労働厚生 厚生 平成２８年度　財務省俳句大会（旧大蔵省） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　労働協約 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　労務処理 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務部 労働厚生 厚生 平成２８年度　財務省美術展覧会（旧大蔵省） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務部 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎貸与関係（申請承認） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　団体交渉議事録 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務部 労働厚生 厚生 平成２８年度　中央行事（親善大会） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　労務管理 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２８年度　労務処理状況 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 情報管理 システム管理 平成２８年度　システム管理関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 一般 平成２８年度　被服関係 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　予算管理関係（管理関係取得） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　構内管理 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　防災行事 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　防災体制 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　防災点検 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　官公庁等提出書類 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成２８年度　警備記録 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成２８年度　健康診断個人ファイル 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　手許現金保管簿 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年度　出納員現金出納簿 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 管理運営 平成２８年度　診療状況報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成２８年度　診療録（一般科） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成２８年度　診療録（歯科） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生実施報告書） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生委員会議事録） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生教育実施報告書） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（害虫防除） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（簡易専用水道検査） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（機械等設置届） 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから3年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（健康管理措置） 東京工場長 未定 本人退職後3年 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（健康情報提供同意書） 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（作業環境測定結果） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（取得計画書） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（PCB保管状況報告書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（廃棄物処理状況報告書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（ばい煙排出量調査報告書） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（汚染負荷量賦課金申告書） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（下水道局関係届出） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（環境月間） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境
平成２８年度　環境保全関係（産業廃棄物マニフェスト伝
票）

東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境
平成２８年度　環境保全関係（産業廃棄物処理委託契約
書）

東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（取得計画書） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境
平成２８年度　環境保全関係（大気汚染緊急時における
ばい煙減少計画）

東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（排出物測定状況） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２８年度　災害補償(公務災害）（認定・療養補償） 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産運営 物流管理 平成２８年度　実地棚卸関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　年次決算関係 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　運用関係(減損調査・現物実査・その他) 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　会計検査院実地検査 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　各種報告書・帳票(固定資産台帳) 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　監査法人監査 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　月次決算関係 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２８年度　原価審議会・分析資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２８年度　原価報告書関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　使用承認 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　取得関係 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　処分関係(除却) 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　総勘定元帳 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 DVD 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　総合予算関係（資本予算） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２８年度　総合予算関係（年間所要予定額） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　伝票（振替伝票） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　日計表（仕訳日計表） 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 ＤＶＤ 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　輸送計画関係資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　管理換実施書 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　資材調達関係（契約依頼書） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造計画関係資料 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係（整理簿） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係（製造指図書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係（版面等製造内訳書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発課題実施状況報告書 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究開発課題計画書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　研究管理委員会資料 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成２８年度　特許等文書 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発管
理

平成２８年度　課題申請書 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 MO 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　各種計画書（営繕関係概算書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　官公庁等提出書類 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械関係概算書 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械取得資料 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　工事設計図書作成・工事監督書類 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　工事台帳 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　小規模工事関係（小中破修繕） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　設計図、構造計算書（施設機器完成図書） 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録(運転記録） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（修理計画表) 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（保全記録） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（保全記録) 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　動力月報 東京工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　文化財遺跡調査報告書 東京工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　保守点検関係（概算書作成書類） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　保守点検関係（結果表） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 設備管理 平成２８年度　官公庁等提出書類 東京工場長 未定
要件を具備しなく
なってから1年

未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　定期点検実施状況報告書 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　自主保全実施状況報告書 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　期間別製造計画 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　作業是正報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造完了報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造仕様書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２８年度　年間製造計画等（年間製造計画・生産管理
活動計画）

東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　資材調達関係（給付完了届） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事務管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　資材調達関係（契約依頼書） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事務管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示文書（作業連絡票） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造要項 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　製品納入関係（給付完了届（場外工場分）） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　製品納入関係（納品書・受領書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　棚卸資産管理関係（実施棚卸関係） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　棚卸資産管理関係（長期未使用物品） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（トラブル・クレーム） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理
平成２８年度　品質管理関係（年末年始製造品等保管報
告書）

東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（標準点検報告書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　輸送関係（輸送命令書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 情報管理 システム管理 平成２８年度　システム関係資料（運用支援及び保守） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 情報管理 システム管理 平成２８年度　システム関係資料（設計開発） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 訟務 平成２８年度　法律相談 東京工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境
平成２８年度　環境保全関係(環境マネジメントシステム記
録）

東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度廃版処理報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度廃版処理報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度廃版処理報告書 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　分析・検定報告書 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　数量確認報告書 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　数量確認報告書 東京工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境 平成２８年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 経営管理 環境 環境
平成２８年度　環境保全関係（環境マネジメントシステム
記録）

東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（製品貸借帳） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係（廃版処理） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係（廃版処理） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係（損紙処理） 東京工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　製品納入関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　輸送関係（輸送命令書） 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　育児休業 虎の門工場長 2012年4月1日
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成２３年度　請求書（ＤＣカード・タクシー等） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 総務 総務管理 一般 平成２３年度　請求書（公共料金・協会加入等） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 総務 総務管理 一般 平成２３年度　請求書（パスモ等） 虎の門工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係 虎の門工場長 2014年4月1日 6年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：3年

1986年度 製造 設備 管理 昭和６１年度　設計図書　（模様替） 滝野川工場長 1987年4月1日 未定 未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　工事台帳 滝野川工場長 2007年4月1日 未定 未定 紙 事務室 東京工場長 廃棄
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2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事設計図書作成・工事監督書類 滝野川工場長 2012年4月1日 未定 未定 紙 書庫 東京工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　小規模工事関係（小中破修繕） 滝野川工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係（下水道局関係届出） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　保守点検関係（結果表） 滝野川工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　支払調書 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　金銭の支払いのための意思決定文書 虎の門工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 東京工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成２８年度　Ｘ線関係 東京工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 東京工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」
平成２４年度　地球温暖化対策計画書、排出量算定報告書・点検表 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」
平成２５年度　地球温暖化対策計画書、排出量算定報告書・点検表 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　環境保全関係（マニフェスト） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2011年度 経営管理 環境 環境
平成２３年度　産業廃棄物管理票【マニフェスト】（A票・B2
票・D票・E票）

王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　空間線量率測定記録 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　産業廃棄物管理票【マニフェスト】（A票・B2
票・D票・E票）

王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　事業用大規模建築物における再利用計画
書

王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　水質汚濁防止法に係る特定施設使用届出 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報
告書

王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の保管状
況等報告書

王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　産業廃棄物管理票交付等状況報告書 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　適正管理化学物質の使用量等報告書
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　空間線量率測定記録 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　産業廃棄物管理票【マニフェスト】（A票・B2
票・D票・E票）

王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　事業用大規模建築物における再利用計画
書

王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　水質汚濁防止法に係る特定施設使用届出 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報
告書

王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の保管状
況等報告書

王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　産業廃棄物管理票交付等状況報告書 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　適正管理化学物質の使用量等報告書
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成２４年度　運営計画 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　運営計画 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 ＩＳＯ９００１関係（１０年製品用） 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 一般 ＩＳＯ９００１関係（１０年製品用） 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 ＩＳＯ９００１関係（１０年製品用） 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 ＩＳＯ９００１関係（１０年製品用） 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 事業運営 総括 平成２４年度　製造体制関係（生産管理会議資料） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 事業運営 総括 平成25年度　製造体制関係（生産管理会議資料） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成20年度　製造指示関係（下図原版作成依頼書） 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2008年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成20年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2008年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成20年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2009年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２１年度　製造指示関係（下図原版作製依頼書） 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：5年

2009年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２１年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：5年

2009年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２１年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：5年

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示関係（下図原版作製依頼書） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造指示関係（下図原版作製依頼書） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 製造 管理 製造標準 標準書 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1998年度 製造 計画 製造計画 位置鑑（すき入れ） 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械取得資料 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械設備等取得関係 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備等仕様書 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械関係概算書 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械取得資料 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械設備等取得関係 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備等仕様書 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度　機械関係概算書 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度　機械取得資料 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度　機械設備等取得関係 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度　設備等仕様書 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械配置図 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械配置図 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成25年度　機械配置図 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成　２年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成　2年度　設計図書（新築） 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成　３年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成　3年度　設計図書（新築） 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成　４年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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1992年度 製造 設備 管理 平成　4年度　設計図書（新築） 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成　６年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成　6年度　設計図書（新築） 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成　元年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成　元年度　設計図書（新築） 王子工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成10年度　設計図書（新築） 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度　設計図書（模様替） 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度　設計図書（模様替） 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度　官公庁等提出書類 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度　設計図書（新築） 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度　設計図書（模様替） 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度　官公庁等提出書類 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度　設計図書（模様替） 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度　設計図書（模様替） 王子工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成１５年度　設計図書（模様替） 王子工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成１６年度　設計図書（模様替） 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　官公庁等提出書類 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　官公庁等提出書類 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小規模工事関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　官公庁等提出書類 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　小規模工事関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理
平成１７年度　工事設計図書作成・工事監督書類（模様
替）

王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　保守点検関係（保全図） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　動力月報 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　動力月報 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　工事台帳 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　動力月報 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事台帳 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　動力月報 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事台帳 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　動力月報 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事設計図書作成・工事監督書類 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事台帳 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　動力月報 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　保守点検関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　工事設計図書作成・工事監督書類 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　工事台帳 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　動力月報 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　保守点検関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　ISO9001(職務習熟度関係） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　機関研修 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修（選抜型研修） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年
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2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　機関研修 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修（事後調査表） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　職員研修計画 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央技術系研修 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（選抜型研修） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（長期委託研修等） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（事後調査表） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修（事後調査表） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　職員研修計画 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央技術系研修 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（選抜型研修） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（事後調査表） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 　安全衛生関係（健康管理措置（意見書・指示書）） 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 　安全衛生関係（建設物・機械等設置届） 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１６年度災害補償認定 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１６年度療養補償 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　災害補償 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　災害補償 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　災害補償 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　災害補償 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　災害補償 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　災害補償 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生管理計画 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（作業環境測定） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２４年度　安全衛生関係（放射性同位元素（帳簿・測
定・点検・教育））

王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　災害補償 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　健康診断結果報告書 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　設備機器等設置届 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生委員会議事録 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２５年度　安全衛生関係（放射性同位元素（帳簿・測
定・点検・教育等））

王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度カウンセラー支給調書 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償（記録簿） 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償（認定） 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償（療養補償） 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 健康管理措置（意見書・指示書） 王子工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物・機械等設置届　（現行分） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物・機械等設置届　（廃止等分） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 検査証（エレベーター） 王子工場長 未定 廃止後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 検査証（クレーン） 王子工場長 未定 廃止後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 検査証（ボイラー） 王子工場長 未定 廃止後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 検査証（第一種圧力容器） 王子工場長 未定 廃止後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度　災害補償手続書（災害補償認定） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１0年度　災害補償手続書（療養補償） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　災害補償手続書（災害補償認定） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１１年度　災害補償手続書（療養補償） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　災害補償手続書（災害補償認定） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１２年度　災害補償手続書（療養補償） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１３年度災害補償手続書（災害補償認定） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１３年度災害補償手続書（療養補償） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度健康管理措置（意見書・指示書） 王子工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度建設物・機械等設置届 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度災害補償記録簿 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成14年度災害補償認定 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１４年度療養補償 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度健康管理措置（意見書・指示書） 王子工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度建設物・機械等設置届 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度災害補償記録簿 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度災害補償認定 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度療養補償 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１６年度健康管理措置（意見書・指示書） 王子工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１６年度建設物・機械等設置届 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１６年度災害補償記録簿 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 放射性同位元素（外部被爆線量測定報告書） 王子工場長 未定 本人退職後５年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 総務 環境安全 安全衛生 放射性同位元素（申請・届出・報告） 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2010年度 財務 管理運営 一般
平成２２年度　固定資産台帳（土地・建物・付属設備・構築
物・電話加入権）

王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般
平成２３年度　固定資産台帳（土地・建物・付属設備・構築
物・電話加入権）

王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般
平成２４年度　固定資産台帳（土地・建物・附属設備・構築
物・電話加入権）

王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般
 平成２５年度　固定資産台帳（土地・建物・附属設備・構
築物・電話加入権）

王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　あずさ監査法人関係（平成２１年度対象） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　トーマツ監査法人関係（平成２２年度対象） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次固定資産資料 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　振替伝票 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　あずさ監査法人関係（平成２１年度対象） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　トーマツ監査法人関係（平成２３年度対象） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次固定資産資料 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　振替伝票 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　監査法人関係 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次固定資産資料 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　減損に関する調査関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　振替伝票 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　監査法人関係 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算  平成２５年度　減損に関する調査関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算  平成２５年度　振替伝票 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 公共料金 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　公共料金 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　公共料金 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払  平成２５年度　公共料金 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産使用許可・承認 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産台帳現物実査 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　被害状況報告書 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産  平成２５年度　固定資産使用許可・承認 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産  平成２５年度　固定資産台帳現物実査 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産  平成２５年度　被害状況報告書 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票(金種票） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　内部監査関係 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票(金種票） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　内部監査関係 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票(金種票） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　内部監査関係 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納  平成２５年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納  平成２５年度　帳簿・帳票(金種票） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納  平成２５年度　内部監査関係 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 維持 固定資産台帳 王子工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 会計 管財 維持 平成14年度国有財産土地の境界確定 王子工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1990年度 会計 管財 運用 首都高速関係 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 王子工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　固定資産関係簿（固定資産台帳） 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　年次決算関係 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　月次決算関係 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　年次決算関係 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　月次決算関係 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　年次決算関係 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　月次決算関係 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　年次決算関係 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表関係（１） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表関係（２） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　合計残高試算表関係（１） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　合計残高試算表関係（２） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表関係（１） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表関係（２） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　会計検査院関係（１） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　会計検査院関係（２） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算  平成２５年度　合計残高試算表関係（１） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算  平成２５年度　合計残高試算表関係（２） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算  平成２５年度　会計検査院関係（１） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算  平成２５年度　会計検査院関係（２） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係（機械等購入・増設・管理供用換） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係（機械等除却・売却） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係（建物工事） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産
 平成２５年度　取得関係（機械等購入・増設・管理供用
換）

王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産  平成２５年度　取得関係（機械等除却・売却） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 資産  平成２５年度　取得関係（建物工事） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納
平成２２年度　帳簿・帳票（雑収入請求書・顧客残高レ
ポート）

王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納
平成２２年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預金
残高報告書）

王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納
平成２３年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預金
残高報告書）

王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納
平成２４年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預金
残高報告書）

王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納  平成２５年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納  平成２５年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納
 平成２５年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預
金残高報告書）

王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価審議会資料 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価報告書関係（上半期） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価報告書関係（下半期） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２５年度　原価審議会資料 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２５年度　原価報告書関係（上半期） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２５年度　原価報告書関係（下半期） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成20年度　団体交渉議事録 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　団体交渉議事録 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労働処理関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　団体交渉議事録 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労働処理関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　団体交渉議事録 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度就業規則 王子工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度就業規則 王子工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度就業規則 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度就業規則 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１２年度就業規則 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度就業規則 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度就業規則 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成５年度就業規則 王子工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６年度就業規則 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度就業規則 王子工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度就業規則 王子工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2007年度 人事労務 医療 医療 平成１９年度　診療録（一般） 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年

2007年度 人事労務 医療 医療 平成１９年度　診療録（歯科） 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：5年

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療状況報告関係（診療収入額報告） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療録（一般） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療録（歯科） 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　診療状況報告関係（診療収入額報告） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　診療録（一般） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　診療録（歯科） 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善提案 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善提案 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌（各機関） 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２３年度　現金等価物台帳 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２４年度　現金等価物台帳 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２５年度　現金等価物台帳 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 事業管理 管理運営 一般 ＩＳＯ９００１関係（原版） 王子工場長 未定 変更後１年 未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 王子工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 人事 栄典表彰 栄典 平成１２年度叙位・叙勲 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 調査 昭和６２年度勤務に関する意見書 王子工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 調査 昭和６３年度勤務に関する意見書 王子工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 調査 平成１０年度勤務に関する意見書 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 調査 平成１１年度勤務に関する意見書 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 調査 平成１２年度勤務に関する意見書 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄
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2001年度 人事 調査統計 調査 平成１３年度勤務に関する意見書 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 調査 平成１４年度勤務に関する意見書 王子工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成１５年度勤務に関する意見書 王子工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 調査 平成１６年度勤務に関する意見書 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 調査 平成１年度勤務に関する意見書 王子工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 調査 平成２年度勤務に関する意見書 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 調査 平成３年度勤務に関する意見書 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 調査 平成４年度勤務に関する意見書 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 調査 平成５年度勤務に関する意見書 王子工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 調査 平成６年度勤務に関する意見書 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 調査 平成７年度勤務に関する意見書 王子工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 調査 平成８年度勤務に関する意見書 王子工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 調査 平成９年度勤務に関する意見書 王子工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 名簿 昭和６２年度退職者名簿 王子工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 名簿 昭和６３年度退職者名簿 王子工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 名簿 平成１０年度退職者名簿 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 名簿 平成１１年度退職者名簿 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 名簿 平成１２年度退職者名簿 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 名簿 平成１３年度退職者名簿 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 名簿 平成１４年度退職者名簿 王子工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 名簿 平成１５年度退職者名簿 王子工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 名簿 平成１６年度退職者名簿 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 名簿 平成１年度退職者名簿 王子工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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1990年度 人事 調査統計 名簿 平成２年度退職者名簿 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 名簿 平成３年度退職者名簿 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 名簿 平成４年度退職者名簿 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 名簿 平成５年度退職者名簿 王子工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 名簿 平成６年度退職者名簿 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 名簿 平成７年度退職者名簿 王子工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 名簿 平成８年度退職者名簿 王子工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 名簿 平成９年度退職者名簿 王子工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 王子工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 人事記録 平成１３年度人事記録カード・附属書類 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 王子工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 人事記録 平成１４年度人事記録カード・附属書類 王子工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 王子工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 人事記録 平成１５年度人事記録カード・附属書類 王子工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 王子工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 人事記録 平成１６年度人事記録カード・附属書類 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 王子工場長 廃棄

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度発令原議 王子工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度発令原議 王子工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度発令原議 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度発令原議 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度発令原議 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度発令原議 王子工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度発令原議 王子工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度発令原議 王子工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度発令原議 王子工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成１年度発令原議 王子工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

Page 362



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

1990年度 人事 任免 任免 平成２年度発令原議 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度発令原議 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度発令原議 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度発令原議 王子工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度発令原議 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度発令原議 王子工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度発令原議 王子工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度発令原議 王子工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

1987年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1992年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 職員の服務 王子工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄
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2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　高齢者雇用 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　退職者名簿 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 王子工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　高齢者雇用 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　採用 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　叙位･叙勲 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　退職 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　高齢者雇用 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　採用 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位･叙勲 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　外部表彰 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　高齢者雇用 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　採用 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　叙位･叙勲 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　高齢者雇用 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　採用 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位･叙勲 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　高齢者雇用 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　採用 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位･叙勲 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　高齢者雇用 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　採用 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位･叙勲 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　歯科医師 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　印刷局表彰 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　外部表彰 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　高齢者雇用 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　採用 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　叙位･叙勲 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身分証明書発行簿 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　歯科医師 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　印刷局表彰 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　外部表彰 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　高齢者雇用 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　採用 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　叙位･叙勲 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身分証明書発行簿 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　発令通知原義書 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 王子工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年　休暇 王子工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年　勤務時間関係 王子工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 王子工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　専従許可 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　旅費関係 王子工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年　休暇 王子工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年　勤務時間関係 王子工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　セクハラ防止 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 王子工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　専従許可 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　旅費関係 王子工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　セクハラ防止 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　休暇 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　勤務時間関係 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　職員の服務制度 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　専従許可 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　旅費関係 王子工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年　休暇 王子工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　セクハラ防止 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　育児休業 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　勤務時間関係 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から３年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　専従許可 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係 王子工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年　休暇 王子工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　セクハラ防止 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　育児休業 王子工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　勤務時間関係 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　専従許可 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　旅費関係 王子工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年　休暇 王子工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　セクハラ防止 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　育児休業 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤務時間関係 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　公務員倫理 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　専従許可 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　服務関係 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　旅費関係 王子工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年　休暇 王子工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　育児休業 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤務時間関係 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　公務員倫理 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　専従許可 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　服務関係 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　旅費関係 王子工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　休暇 王子工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係 王子工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１５年　規程管理簿 王子工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成１６年　規程管理簿 王子工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿 王子工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 王子工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 王子工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿 王子工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　規程管理簿 王子工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 王子工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 王子工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２３年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿 王子工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　契約済通知書 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　購買依頼書 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿 王子工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　契約済通知書 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　購買依頼書 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 王子工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 広報 １２０周年王子工場記念誌 王子工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿 王子工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿 王子工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿 王子工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿 王子工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年文書上申簿 王子工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年文書上申簿 王子工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成16年文書上申簿 王子工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申決裁簿 王子工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申決裁簿 王子工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２４年度　リスク管理 王子工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２５年度　リスク管理 王子工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成２２年度　自動車借上げ 王子工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成２３年度　自動車借上げ 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　自動車借上げ 王子工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　自動車借上げ 王子工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 平成１８年　文書上申決裁簿 王子工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2006年度 総務 法務管理 文書管理 平成１９年　文書上申決裁簿 王子工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　文書上申決裁簿 王子工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　空間線量率測定記録 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境
平成２６年度　産業廃棄物管理票【マニフェスト】（A票・B2
票・D票・E票）

王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境
平成２６年度　事業用大規模建築物における再利用計画
書

王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　水質汚濁防止法に係る特定施設使用届出 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境
平成２６年度　特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報
告書

王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境
平成２６年度　ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の保管状
況等報告書

王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　産業廃棄物管理票交付等状況報告書 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境
平成２６年度　適正管理化学物質の使用量等報告書
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　運営計画 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

Page 371



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　ＩＳＯ９００１関係 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 事業運営 総括 平成26年度　製造体制関係（生産管理会議資料） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造指示関係（下図原版作製依頼書） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度　機械関係概算書 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度　機械取得資料 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度　機械設備等取得関係 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度　設備等仕様書 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成26年度　機械配置図 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成26年度　定期点検・給油計画表 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　各種報告書 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　官公庁等提出書類 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　小規模工事関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　工事設計図書作成・工事監督書類 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　工事台帳 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　動力月報 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　保守点検関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　ISO9001(職務習熟度関係） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修（事後調査表） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　職員研修計画 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（事後調査表） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　各種選任届（総括安全衛生管理者、安全
管理者、衛生管理者、産業医）

王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　健康診断結果報告書 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生委員会議事録 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生点検総括表 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生管理計画 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　安全衛生関係（害虫駆除・簡易水道検査・
飲料水水質検査）

王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（作業環境測定） 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　安全衛生関係（放射性同位元素（帳簿・測
定・点検・教育等））

王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　災害補償 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度カウンセラー支給調書 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般
 平成２６年度　固定資産台帳（土地・建物・附属設備・構
築物・電話加入権）

王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　監査法人関係 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算  平成２６年度　減損に関する調査関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算  平成２６年度　振替伝票 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払  平成２６年度　公共料金 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産  平成２６年度　固定資産使用許可・承認 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産  平成２６年度　固定資産台帳現物実査 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納  平成２６年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算  平成２６年度　合計残高試算表関係 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算  平成２６年度　会計検査院関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産
 平成２６年度　取得関係（機械等購入・増設・管理供用
換）

王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2014年度 財務 財務管理 資産  平成２６年度　取得関係（機械等除却・売却） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産  平成２６年度　取得関係（建物工事） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納  平成２６年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納  平成２６年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納
 平成２６年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預
金残高報告書）

王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２６年度　原価審議会資料 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２６年度　原価報告書関係（上半期） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２６年度　原価報告書関係（下半期） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　厚生関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎関係 王子工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労働処理関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　団体交渉議事録 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　診療状況報告関係（診療収入額報告） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　診療録（一般） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成２６年度　診療録（歯科） 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　歯科医師 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　印刷局表彰 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　外部表彰 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　高齢者雇用 王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　採用 王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　叙位･叙勲 王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身分証明書発行簿 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　発令通知原義書 王子工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　育児休業 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤務時間関係 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　兼業許可 王子工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　公務員倫理 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　専従許可 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　服務関係 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　旅費関係 王子工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年　休暇 王子工場長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係 王子工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　改善提案 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　現金等価物台帳 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 王子工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　契約済通知書 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　購買依頼書 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　文書上申決裁簿 王子工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 王子工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２６年度　リスク管理 王子工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　自動車借上げ 王子工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　空間線量率測定記録 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　産業廃棄物管理票【マニフェスト】（A票・B2
票・D票・E票）

王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　事業用大規模建築物における再利用計画
書

王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　水質汚濁防止法に係る特定施設使用届出 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　東京都下水道局工場排水の水質立入検査・北区リサイクル清掃課　事業
用大規模建築物における再利用計画書の現地立入確認 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報
告書

王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　ばい煙排出量調査報告 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　ボイラーのばい煙測定結果 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の保管状
況等報告書

王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　冷却塔循環水の測定作業　レジオネラ属菌
測定結果

王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　汚染負荷量賦課金申告書 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　工場排水（最終放流口）分析測定結果 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　工場排水分析測定結果（工場測定分） 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２７年度　産業廃棄物管理票交付等状況報告書 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　適正管理化学物質の使用量等報告書
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２７年度　廃カラー・汚泥・緩和槽における分析・検査
及び計量報告書

王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成２７年度　運営計画 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　ＩＳＯ９００１関係 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 事業運営 総括 平成27年度　製造体制関係（生産管理会議資料） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造指示関係（下図原版作製依頼書） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　機械関係概算書 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　機械取得資料 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　機械設備等取得関係 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　設備等仕様書 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　機械配置図 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　定期点検・給油計画表 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　各種報告書 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　官公庁等提出書類 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　小規模工事関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　工事設計図書作成・工事監督書類 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　工事台帳 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　動力月報 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 設備管理 設備管理 平成27年度　保守点検関係 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　ISO9001(職務習熟度関係） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修（事後調査表） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　職員研修計画 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（事後調査表） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２７年度　各種選任届（総括安全衛生管理者、安全
管理者、衛生管理者、産業医）

王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　健康診断結果報告書 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　安全衛生委員会議事録 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　安全衛生点検総括表 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　安全衛生管理計画 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２７年度　安全衛生関係（害虫駆除・簡易水道検査・
飲料水水質検査）

王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（作業環境測定） 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２７年度　安全衛生関係（放射性同位元素（帳簿・測
定・点検・教育等）

王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度　災害補償 王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２７年度カウンセラー支給調書 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般
 平成２７年度　固定資産台帳（土地・建物・附属設備・構
築物・電話加入権）

王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　監査法人関係 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算  平成２７年度　減損に関する調査関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算  平成２７年度　振替伝票 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払  平成２７年度　公共料金 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産  平成２７年度　固定資産使用許可・承認 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産  平成２７年度　固定資産台帳現物実査 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納  平成２７年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算  平成２７年度　合計残高試算表関係 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算  平成２７年度　会計検査院関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産
 平成２７年度　取得関係（機械等購入・増設・管理供用
換）

王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産  平成２７年度　取得関係（機械等除却・売却） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産  平成２７年度　取得関係（建物工事） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納  平成２７年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納  平成２７年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納
 平成２７年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預
金残高報告書）

王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2015年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２７年度　原価審議会資料 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２７年度　原価報告書関係（上半期） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２７年度　原価報告書関係（下半期） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 労働厚生 厚生 平成２７年度　厚生関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 労働厚生 宿舎 平成２７年度　宿舎関係 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 労働厚生 労働 平成２７年度　労働処理関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 労働厚生 労働 平成２７年度　団体交渉議事録 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　診療状況報告関係（診療収入額報告） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　診療録（一般） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２７年度　診療録（歯科） 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　歯科医師 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　印刷局表彰 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　外部表彰 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　高齢者雇用 王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　採用 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　叙位･叙勲 王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　身分証明書発行簿 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　退職 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 人事 平成２７年度　発令通知原義書 王子工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　勤務時間関係 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　公務員倫理 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　服務関係 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２７年度　旅費関係 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２８年　休暇 王子工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係 王子工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物台帳 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　契約済通知書 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　購買依頼書 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　庶務関係（視察対応） 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　庶務関係（被服） 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿 王子工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　規程管理簿 王子工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２７年度　リスク管理 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 管理運営 一般 平成２７年度　自動車借上げ 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 構内管理 平成２７年度　構内出入許可申請書 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 管理 事務総括 構内管理 平成２７年度　防災関係 王子工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿 王子工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　押印記録簿 王子工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書接受簿 王子工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　現金等価物管理台帳(切手） 王子工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 広報 対内広報 機関誌（おうじ） 王子工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２７年度　個人番号管理関係書類 王子工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　空間線量率測定記録 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　産業廃棄物管理票【マニフェスト】（A票・B2
票・D票・E票）

王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　事業用大規模建築物における再利用計画
書

王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　水質汚濁防止法に係る特定施設使用届出 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　東京都下水道局工場排水の水質立入検査・北区リサイクル清掃課　事業
用大規模建築物における再利用計画書の現地立入確認 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報
告書

王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ばい煙排出量調査報告 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ボイラーのばい煙測定結果 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の保管状
況等報告書

王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　冷却塔循環水の測定作業　レジオネラ属菌
測定結果

王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　汚染負荷量賦課金申告書 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　工場排水（最終放流口）分析測定結果 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　工場排水分析測定結果（工場測定分） 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　産業廃棄物管理票交付等状況報告書 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　適正管理化学物質の使用量等報告書
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　廃カラー・汚泥・緩和槽における分析・検査
及び計量報告書

王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　ＩＳＯ９００１関係 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 事業運営 総括 平成２８年度　製造体制関係（生産管理会議資料） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係（下図原版作製依頼書） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係（指図書） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造指示関係（年間製造計画書） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械関係概算書 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械取得資料 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械設備等取得関係 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備等仕様書 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械配置図 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　定期点検・給油計画表 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　官公庁等提出書類 王子工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　小規模工事関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事設計図書作成・工事監督書類 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事台帳 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　動力月報 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　保守点検関係 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　ISO9001(職務習熟度関係） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　各種選任届（総括安全衛生管理者、安全
管理者、衛生管理者、産業医）

王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　健康診断結果報告書 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生委員会議事録 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生点検総括表 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生管理計画 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係（害虫駆除・簡易水道検査・
飲料水水質検査）

王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（作業環境測定） 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係（放射性同位元素（帳簿・測
定・点検・教育等）

王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　災害補償 王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度カウンセラー支給調書 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2016年度 財務 管理運営 一般
 平成２８年度　固定資産台帳（土地・建物・附属設備・構
築物・電話加入権）

王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　監査法人関係 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算  平成２８年度　減損に関する調査関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算  平成２８年度　振替伝票 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払  平成２８年度　公共料金 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産  平成２８年度　固定資産使用許可・承認 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産  平成２８年度　固定資産台帳現物実査 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納  平成２８年度　診療費請求書（領収）書（控） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算  平成２８年度　合計残高試算表関係 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算  平成２８年度　会計検査院関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産
 平成２８年度　取得関係（機械等購入・増設・管理供用
換）

王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産  平成２８年度　取得関係（機械等除却・売却） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産  平成２８年度　取得関係（建物工事） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納  平成２８年度　帳簿・帳票（その他入金取引票） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納  平成２８年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納
 平成２８年度　帳簿・帳票（払戻請求書・振替伝票・現預
金残高報告書）

王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２８年度　原価審議会資料 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２８年度　原価報告書関係（上半期） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理  平成２８年度　原価報告書関係（下半期） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成２８年度　厚生関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎関係 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成２８年度　労働処理関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成２８年度　団体交渉議事録 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療状況報告関係（診療収入額報告） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療録（一般） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療録（歯科） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　帳簿・帳票（現金出納簿） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　歯科医師 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　印刷局表彰 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　外部表彰 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　勤務に関する意見書 王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　高齢者雇用 王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　採用 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　叙位･叙勲 王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　身体障害者雇用状況調査 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　身分証明書発行簿 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　人事記録・附属書類 王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　退職 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　発令通知原義書 王子工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤務時間関係 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　公務員倫理 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　服務関係 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　旅費関係 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２９年　休暇 王子工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２９年　勤怠関係 王子工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年度　個人番号管理関係書類 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物台帳 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　契約済通知書 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　購買依頼書 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　庶務関係（視察対応） 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　庶務関係（被服） 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　規程管理簿 王子工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２８年度　リスク管理 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　自動車借上げ 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内出入許可申請書 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 王子工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　押印記録簿 王子工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書接受簿 王子工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　現金等価物管理台帳(切手） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　機関誌（おうじ） 王子工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　内部統制推進委員会 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　事業継続推進委員会 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　細則の制定 王子工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　細則の制定 王子工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　要領の制定 王子工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　要領の制定 王子工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度幹部会・拡大幹部会 王子工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
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2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度課長会議・係長会議 王子工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　ＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１関係 王子工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修計画・報告 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（部内） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（部外） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修（部内） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修（部外） 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修　選抜型研修 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修　技術系研修 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修　長期部外委託研修 王子工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　研修事後調査表（中央・機関） 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修　職場教育・ＯＪＴ 王子工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 昭和６１年度　官公庁等提出書類 王子工場長 1987年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 昭和61年度　設計図書（新築） 王子工場長 1987年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　各種報告書 王子工場長 2014年4月1日
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 王子工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　機関研修（事後調査表） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　職員研修計画 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央技術系研修 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修（部内） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修（部外） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修（選抜型研修） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修（事後調査表） 王子工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 王子工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年
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2011年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２３年度　改善活動 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２５年度　要員関係（組織・要員計画資料） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　マニフェスト伝票 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　産業廃棄物処理委託契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　産業廃棄物管理票（マニフェスト） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境
平成２４年度　環境管理委員会・環境保全推進委員会関
係

小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境関係・申請・届出 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　産業廃棄物管理票（マニフェスト） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　排出物等の測定結果 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　環境管理委員会・環境保全推進分科会関
係

小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境関係・申請・届出 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　産業廃棄物管理票（マニフェスト） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　排出物等の測定結果 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 第３期中期運営計画・平成２５年度運営計画 小田原工場長 2014年4月1日
中期運営計画終
了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 総括 平成２１年度　運営計画 小田原工場長 2010年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 総括 平成２３年度　運営計画 小田原工場長 2012年4月1日
中期運営計画期
間終了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成２４年度　運営計画 小田原工場長 2013年4月1日
中期運営計画期
間終了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善活動 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善提案 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善活動 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善提案 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2012年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２４年度　会議関係（運営会議等） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２５年度　会議関係（運営会議等） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　総合予算関係（減損処理資料） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算
平成２４年度　総合予算関係（設備投資計画(資本予算）
資料）

小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　総合予算関係（年間所要実績額資料） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算
平成２５年度　総合予算関係（設備投資計画(資本予算）
資料）

小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２５年度　総合予算関係（年間所要実績額資料） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 環境管理 外部文書ファイル 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 環境管理 環境マネジメントシステム文書ファイル 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 環境管理 環境記録ファイル 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 環境管理 文書廃止ファイル 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1990年度 製造 管理 製造標準 標準書 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1998年度 製造 管理 製造標準 標準書 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 秘文書管理簿 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　概算書綴 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械購入・修繕綴 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　建物修繕綴 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　拾い調書綴 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　保守点検綴 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１9年度　機械関係概算書 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械関係概算書 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2009年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２１年度　機械関係概算書 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成10年度官公庁提出書類 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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1998年度 製造 設備 管理 平成10年度設計図書 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成11年度官公庁提出書類 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成11年度設計図書 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度官公庁提出書類 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度設計図書 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度設計図書 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度設計図書 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成１５年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成１５年度設計図書 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度設計図書 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度官公庁提出書類 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度設計図書 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度官公庁提出書類 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度設計図書 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度官公庁提出書類 小田原工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書 小田原工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度官公庁提出書類 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度官公庁提出書類 小田原工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度設計図書 小田原工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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1995年度 製造 設備 管理 平成７年度官公庁提出書類 小田原工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書 小田原工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度官公庁提出書類 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度官公庁提出書類 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度設計図書 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理
平成１７年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１9年度　工事台帳 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理
平成２０年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務 総務管理 設備管理
平成２０年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2013年度 調達業務 契約
役務請負契
約

平成２５年度　請負作業報告書（印刷） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 調達業務 契約
役務請負契
約

平成２５年度　請負作業報告書（製紙） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係（月間） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係（年間） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造計画関係（月間） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造計画関係（年間） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　輸送計画・実績関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　輸送計画・実績関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械購入、修繕綴 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理
平成２３年度　建物修繕綴、保守点検綴、研究所仕様書
綴

小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　研究所概算書綴、研究所拾い調書綴 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　雑役綴　１ 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　雑役綴　２ 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　雑役綴　３ 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　雑役綴　１ 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　雑役綴　２ 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械関係概算書 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２２年度　設備事故報告書 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械配置図 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備事故報告書 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理
平成２２年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2010年度 総務 総務管理 設備管理
平成２２年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事台帳 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理
平成２３年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事台帳 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成21年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成21年度　契約電力 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成21年度　動力月報 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成22年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成22年度　契約電力 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成22年度　動力月報 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　動力月報 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械購入、修繕綴 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理
平成２４年度　建物修繕綴、保守点検綴、研究所仕様書
綴

小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　研究所概算書綴、研究所拾い調書綴 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械購入、修繕綴 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理
平成２５年度　建物修繕綴、保守点検綴、研究所仕様書
綴

小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　研究所概算書綴、研究所拾い調書綴 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 工場標準（設備） 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　概算書 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　概算書綴、拾い調書綴 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　研究所（年契・工事）概算書・拾い調書 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　研究所（年契・工事）仕様書 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工場（工事）仕様書 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理
平成２４年度　工場（年契）概算書・拾い調書、工場（工
事）概算書・拾い調書

小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工場（年契）仕様書 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　雑役綴　４ 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　拾い調書 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小中破綴　１ 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小中破綴　２ 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　概算書 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　概算書綴、拾い調書綴 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　研究所（年契・工事）概算書・拾い調書 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　研究所（年契・工事）仕様書 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工場（工事）仕様書 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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2013年度 総務 総務管理 設備管理
平成２５年度　工場（年契）概算書・拾い調書、工場（工
事）概算書・拾い調書

小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工場（年契）仕様書 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　拾い調書 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　小中破綴　１ 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　小中破綴　２ 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　小中破綴　３ 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械関係概算書 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械関係概算書 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械配置図 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械配置図 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 電子情報
設管ｻｰ

ﾊﾞｰ
小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　各種計画書（営繕関係概算書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理
平成２４年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理
平成２４年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事台帳 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　各種計画書（営繕関係概算書） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理
平成２５年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理
平成２５年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事台帳 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情報
設管ｻｰ

ﾊﾞｰ
小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　動力月報 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　動力月報 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係（作業考査実施状況報告書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係（指定計測器関係） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係（作業考査実施状況報告書） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係（指定計測器関係） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械関係概算書 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２１年度　機械関係概算書 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2009年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２１年度　設備事故報告書 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理
平成１８年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理
平成１９年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理
平成２０年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務 総務管理 設備管理
平成２０年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理
平成２１年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：5年

2009年度 総務 総務管理 設備管理
平成２１年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　工事台帳 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和62年度設計図書 小田原工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和63年度設計図書 小田原工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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1998年度 製造 設備 管理 平成10年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成10年度設計図書 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成11年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成11年度設計図書 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度設計図書 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度設計図書 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度設計図書 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度設計図書 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度設計図書 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度設計図書 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度設計図書 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度設計図書 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書 小田原工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度設計図書 小田原工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書 小田原工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度設計図書 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度設計図書 小田原工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理
平成１７年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成10年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成11年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成12年度契約電力 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度契約電力 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度契約電力 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度契約電力 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度契約電力 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度官公庁等提出書類 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度契約電力 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度官公庁等提出書類 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　契約電力 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　契約電力 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１9年度　契約電力 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成19年度　動力月報 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　契約電力 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　動力月報 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：23年

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　災害補償（報告書） 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：25年

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　災害補償（報告書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度安全衛生関係（安全衛生管理計画） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　災害補償（報告書） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度安全衛生関係（安全衛生管理計画） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1984年度 総務 環境安全 安全衛生 安全作業基準 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1989年度 総務 環境安全 安全衛生 健康管理措置(意見書・指示書) 小田原工場長 未定 本人退職後３年 未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1966年度 総務 環境安全 安全衛生 建設物・機械等設置届 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 労働安全衛生法関係届出 小田原工場長 未定 交代後１年 未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1966年度 会計 管財 維持 境界 小田原工場長 1967年4月1日 64年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1997年3月31日
延長期間：34年

1941年度 会計 管財 維持 国有財産台帳 小田原工場長 1942年4月1日 90年 2032年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
1972年3月31日
延長期間：60年

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存
平成１６年度土地関係（公図写・現況平面図・用地求積
図）

小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存
平成１６年度土地関係（公図写・現況平面図・用地求積
図・土地調査表）

小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2004年度 会計 管財 保存 平成１６年度土地関係（土地調査表・土地承諾書） 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 会計 支払 支出官 平成１６年度現金出納簿 小田原工場長 2005年4月1日 14年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2006年4月1日 14年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2008年4月1日 13年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2009年4月1日 12年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１６年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　監査関係（監査法人期中監査） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　総勘定元帳 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　日計表 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　監査関係（監査法人期中監査） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　総勘定元帳 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　日計表 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　総勘定元帳 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　日計表 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　監査関係（監査法人期中監査） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　総勘定元帳 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　日計表 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払決議書関係 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払決議書関係 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払決議書関係 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払決議書関係 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産
平成１７年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産
平成１７年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産
平成１７年度　境界確認・測量関係（土地調査表・土地承
諾書）

小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産
平成１８年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産
平成１８年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産
平成１８年度　境界確認・測量関係（土地調査表・土地承
諾書）

小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成１９年度　各種権利関係（取水権） 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産
平成１９年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産
平成１９年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産
平成１９年度　境界確認・測量関係（土地調査表・土地承
諾書）

小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産 平成２０年度　各種権利関係（取水権） 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産
平成２０年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産
平成２０年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2008年度 財務 財務管理 資産
平成２０年度　境界確認・測量関係（土地調査表・土地承
諾書）

小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　各種権利関係（取水権） 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産
平成２１年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産
平成２１年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　固定資産台帳 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産
平成２２年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産
平成２２年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成２２年度　固定資産台帳 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成２２年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産
平成２３年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産
平成２３年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　固定資産台帳 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　運用関係（無償使用承認） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　運用関係（有償使用承認） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産
平成２４年度　各種報告書・帳票（固定資産現物実査関係
報告書）

小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産
平成２４年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産
平成２４年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産現物実査関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産増減関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　固定資産台帳 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　除却関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　有姿除却関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　運用関係（無償使用承認） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　運用関係（有償使用承認） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産
平成２５年度　各種報告書・帳票（固定資産現物実査関係
報告書）

小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産
平成２５年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図）

小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産
平成２５年度　境界確認・測量関係（土地公図写・現況平
面図・用地求積図・土地調査表）

小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産現物実査関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産増減関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　固定資産台帳 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　取得関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　除却関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　有姿除却関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　工事請負契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　購入契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　賃貸借契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　売払契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　役務請負契約 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　工事請負契約 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　購入契約 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　賃貸借契約 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　売払契約 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　役務請負契約 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　工事請負契約 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　購入契約 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　賃貸借契約 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　売払契約 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　役員名簿 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　役務請負契約 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　工事請負契約 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　購入契約 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　賃貸借契約 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　売払契約 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　役員名簿 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　役務請負契約 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価報告書関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価報告書関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生活動実施計画 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　渉外行事 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生活動実施計画 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　渉外行事 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２２年度　宿舎原状回復関係 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２２年度　独身寮管理業務関係 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２３年度　宿舎原状回復関係 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２３年度　独身寮管理業務関係 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２４年度　宿舎原状回復関係 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２４年度　独身寮管理業務関係 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２５年度　宿舎原状回復関係 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２５年度　独身寮管理業務関係 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理状況 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理状況 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子情報
健康管理
システム

小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子情報
健康管理
システム

小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成２４年度　診療状況報告関係（診療状況報告書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 管理運営 平成２５年度　診療状況報告関係（診療状況報告書） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 一般 医療事故防止対策要領 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 一般 平成22年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成22年請求書（報償費） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成22年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成22年度自動車 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成22年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成22年度請求書（作業費） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成23年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成23年請求書（報償費） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成23年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成23年度自動車 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成23年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成23年度請求書（作業費） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年請求書（報償費） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年度自動車 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年度請求書（作業費） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年請求書（報償費） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年度自動車 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年度請求書（作業費） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 構内管理 平成22年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 構内管理 平成23年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成24年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成25年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌（各機関） 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成２０年度　広報誌（各機関） 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成２１年度　広報誌（各機関） 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成２３年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 人事 栄典表彰 栄典 平成12年度叙位・叙勲 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：20年

2002年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 調査 昭和62年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 調査 昭和63年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 調査 平成10年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 調査 平成11年度勤務に関する意見書 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 調査 平成12年度勤務に関する意見書 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 調査 平成13年度勤務に関する意見書 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成１５年度勤務に関する意見書 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 調査 平成１６年度勤務に関する意見書 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 調査 平成2年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄
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1991年度 人事 調査統計 調査 平成3年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 調査 平成4年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1993年度 人事 調査統計 調査 平成5年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 調査 平成6年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 調査 平成7年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 調査 平成8年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 調査 平成9年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 調査 平成元年度勤務に関する意見書 小田原工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 名簿 退職者名簿 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 名簿 退職者名簿 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 名簿 退職者名簿 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 名簿 退職者名簿 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 名簿 平成１６年度退職者名簿 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 人事記録 平成１６年度人事記録カード・附属書類 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1987年度 人事 任免 任免 昭和62年度発令原議 小田原工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和63年度発令原議 小田原工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成10年度発令原議 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成11年度発令原議 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成12年度発令原議 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成13年度発令原議 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2002年度 人事 任免 任免 平成14年度発令原議 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度発令原議 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度発令原議 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 平成2年度発令原議 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成3年度発令原議 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成4年度発令原議 小田原工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成5年度発令原議 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成6年度発令原議 小田原工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成7年度発令原議 小田原工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成8年度発令原議 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成9年度発令原議 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度発令原議 小田原工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙
事務棟書

庫
小田原工場長 廃棄

1987年度 人事 服務 服務 昭和６２年度職員の服務 小田原工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 昭和６３年度職員の服務 小田原工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 平成10年度職員の服務 小田原工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 平成11年度職員の服務 小田原工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 平成12年度職員の服務 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成13年度職員の服務 小田原工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成14年度職員の服務 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成１５年度職員の服務 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 人事 服務 服務 平成１６年度職員の服務 小田原工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 平成２年度職員の服務 小田原工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 平成３年度職員の服務 小田原工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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1992年度 人事 服務 服務 平成４年度職員の服務 小田原工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 平成５年度職員の服務 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 平成６年度職員の服務 小田原工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 平成７年度職員の服務 小田原工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 平成８年度職員の服務 小田原工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 平成９年度職員の服務 小田原工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 平成元年度職員の服務 小田原工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　機関研修（部外） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　機関研修（部内） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修（階層別研修） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修（通信教育講座） 小田原工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修（部外） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修（部内） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（技術系研修） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（階層別研修） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修（通信教育講座） 小田原工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修（部外） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修（部内） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（技術系研修） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（階層別研修） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

Page 410



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修（通信教育講座） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原議書 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原議書 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　外部表彰 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　印刷局表彰 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　外部表彰 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　高齢者雇用 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　採用 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：27年

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　印刷局表彰 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　外部表彰 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　高齢者雇用 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　発令通知原義書 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　セクハラ防止 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 小田原工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　専従許可 小田原工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　セクハラ防止 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 小田原工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　専従許可 小田原工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　セクハラ防止 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　職員の服務制度 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　専従許可 小田原工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　セクハラ防止 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　職員の服務制度 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　専従許可 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係（出張計画書） 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係（出張復命書） 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係（赴任旅費請求書） 小田原工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：5年

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　育児休業 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　セクハラ防止 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　職員の服務制度 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　専従許可 小田原工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年　勤怠関係（出勤簿） 小田原工場長 2013年1月1日 5年 2017年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　セクハラ防止 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　育児休業 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤怠関係（特殊勤務手当） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　公務員倫理 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

Page 414



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　職員の服務制度 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　専従許可 小田原工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　旅費関係（出張計画書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　旅費関係（出張復命書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　旅費関係（赴任旅費請求書） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年　勤怠関係（出勤簿） 小田原工場長 2014年1月1日 5年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　セクハラ防止 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　育児休業 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤怠関係（特殊勤務手当） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　公務員倫理 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　職員の服務制度 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　専従許可 小田原工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　旅費関係（出張計画書） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　旅費関係（出張復命書） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　旅費関係（赴任旅費請求書） 小田原工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（休暇） 小田原工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（出勤簿） 小田原工場長 2015年1月1日 5年 2019年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（組合休暇） 小田原工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿 小田原工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 小田原工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 小田原工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 小田原工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　会議・打合せ会関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　会議・打合せ会関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿 小田原工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿 小田原工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成12年度公印管理 小田原工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿 小田原工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿 小田原工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年秘文書管理簿 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年文書上申決裁簿 小田原工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申決裁簿 小田原工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申簿 小田原工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 文書管理 平成5年度公印管理 小田原工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申決裁簿 小田原工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申決裁簿 小田原工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成２４年度　システム管理関係 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成２５年度　システム管理関係 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２４年度　リスク管理 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２５年度　リスク管理 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 構内管理 平成２２年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 構内管理 平成２３年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　構内管理関係（剣道関係文書等） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　防災関係（消防計画） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　防災関係（消防用設備等点検結果報告） 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成２５年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成２５年度　構内管理関係（剣道関係文書等） 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2005年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：20年

2007年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2007年度 総務 法務管理 文書管理 平成２０年　規程管理簿 小田原工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2008年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年　国立印刷局要領（小田原工場 小田原工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２１年度　公印管理関係 小田原工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年度　公印管理関係 小田原工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年度　公印管理関係 小田原工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年度　公印管理関係 小田原工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年度　公印管理関係 小田原工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成24年度製品貸借帳 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度製品貸借帳 小田原工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度製品貸借帳(印刷第３・４係) 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度製品貸借帳(貼付第１・２係) 小田原工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２６年度　要員関係（組織・要員計画資料） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境
平成２５年度　環境管理委員会・環境保全推進分科会関
係

小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境関係・申請・届出 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　産業廃棄物管理票（マニフェスト） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　排出物等の測定結果 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　改善活動 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　改善提案 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２６年度　会議関係（運営会議等） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　総合予算関係（減損処理資料） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 総合予算 総合予算
平成２６年度　総合予算関係（設備投資計画(資本予算）
資料）

小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2014年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２６年度　総合予算関係（年間所要実績額資料） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　工場運営計画 小田原工場長 2015年4月1日
第３期中期運営計
画期間終了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 環境記録関係（届出等） 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 調達業務 契約
役務請負契
約

平成２６年度　請負作業報告書（印刷） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 調達業務 契約
役務請負契
約

平成２６年度　請負作業報告書（製紙） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造計画関係（月間） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造計画関係（年間） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係（印刷） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係（製紙） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　輸送計画・実績関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（作業考査実施状況報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（指定計測器関係） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（実製造関連事項） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（実施状況報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　雑役綴　１ 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　雑役綴　２ 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　雑役綴　３ 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械購入、修繕綴 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理
平成２６年度　建物修繕綴、保守点検綴、研究所仕様書
綴

小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　研究所概算書綴、研究所拾い調書綴 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　概算書 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　概算書綴、拾い調書綴 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　研究所（年契・工事）概算書・拾い調書 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　研究所（年契・工事）仕様書 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工場（工事）仕様書 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理
平成２６年度　工場（年契）概算書・拾い調書、工場（工
事）概算書・拾い調書

小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工場（年契）仕様書 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　拾い調書 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　小中破綴　１ 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　小中破綴　２ 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度 定期点検・給油計画表 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 CD 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録（保全記録） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械関係概算書 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械配置図 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　定期点検・給油計画表 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　各種計画書（営繕関係概算書） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理
平成２６年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理
平成２６年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工事台帳 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　保守点検記録 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録（運転記録） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備管理記録（保全記録） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　動力月報 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修（部外） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修（部内） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（技術系研修） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（階層別研修） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修（通信教育講座） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　印刷局表彰 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　外部表彰 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　高齢者雇用 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　採用 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　発令通知原義書 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（休暇） 小田原工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（出勤簿） 小田原工場長 2016年1月1日 5年 2020年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年　勤怠関係（組合休暇） 小田原工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　セクハラ防止 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　育児休業 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（休日振替） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（診断書） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（着任届） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係（特殊勤務手当） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　公務員倫理 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　職員の服務制度 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　専従許可 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　旅費関係（出張計画書） 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　旅費関係（出張復命書） 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　旅費関係（赴任旅費請求書） 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係（休暇） 小田原工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係（出勤簿） 小田原工場長 2016年1月1日 5年 2020年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年　勤怠関係（組合休暇） 小田原工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　研修計画 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年請求書（報償費） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度自動車 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度請求書（作業費） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　会議・打合せ会関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　システム管理関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2014年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２６年度　リスク管理 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　被服関係 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　構内管理関係（構内作業出入許可申請） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（危険物安全対策委員会） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（災害対策委員会） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年度　公印管理関係 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　交通安全関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　構内管理関係（警備業務報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　構内管理関係（剣道関係文書等） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（訓練及び週間行事文書等） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（消防計画） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（消防用設備等点検結果報告） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（防災管理点検結果報告） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　渉外行事 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎取得計画 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎貸与関係 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労務処理状況 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　独身寮管理業務関係 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２６年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　監査関係（監査法人期中監査） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　総勘定元帳 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　日計表 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払決議書関係 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　運用関係（無償使用承認） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　運用関係（有償使用承認） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産
平成２６年度　各種報告書・帳票（固定資産現物実査関係
報告書）

小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産現物実査関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産増減関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　固定資産台帳 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　取得関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　除却関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

Page 424



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　工事請負契約 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　購入契約 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　賃貸借契約 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　売払契約 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　役員名簿 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　役務請負契約 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２６年度　原価報告書関係 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 小田原工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　災害補償（報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子情報
健康管理
システム

小田原工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 管理運営 平成２６年度　診療状況報告関係（診療状況報告書） 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度製品貸借帳 小田原工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２７年度　事業継続マネジメント 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２７年度　要員関係（組織・要員計画資料） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境
平成２７年度　環境管理委員会・環境保全推進分科会関
係

小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境関係・申請・届出 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　産業廃棄物管理票（マニフェスト） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　排出物等の測定結果 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境記録関係（届出等） 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2015年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２７年度　改善活動 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２７年度　改善提案 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２７年度　会議関係（運営会議等） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　総合予算関係（減損処理資料） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算
平成２７年度　総合予算関係（設備投資計画(資本予算）
資料）

小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　総合予算関係（年間所要実績額資料） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 総括 平成２７年度　工場運営計画 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 調達業務 契約
役務請負契
約

平成２７年度　請負作業報告書（印刷） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 調達業務 契約
役務請負契
約

平成２７年度　請負作業報告書（製紙） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造計画関係（月間） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造計画関係（年間） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係（印刷） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係（製紙） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　輸送計画・実績関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（作業考査実施状況報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（指定計測器関係） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（実製造関連事項） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（実施状況報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２７年度　工程改善関係（申請書・計画書・報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　雑役綴　１ 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　雑役綴　２ 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　雑役綴　３ 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２７年度　機械購入、修繕綴 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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2015年度 研究開発 設備管理 設備管理
平成２７年度　建物修繕綴、保守点検綴、研究所仕様書
綴

小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２７年度　研究所概算書綴、研究所拾い調書綴 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　概算書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　概算書綴、拾い調書綴 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　研究所（年契・工事）概算書・拾い調書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　研究所（年契・工事）仕様書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　工場（工事）仕様書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理
平成２７年度　工場（年契）概算書・拾い調書、工場（工
事）概算書・拾い調書

小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　工場（年契）仕様書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　拾い調書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　小中破綴　１ 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　小中破綴　２ 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　本契仕様書 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度 定期点検年間計画表 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（定期点検実施状況報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（保全記録） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２７年度　機械関係概算書 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　機械配置図 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　定期点検・給油計画表 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　各種計画書（営繕関係概算書） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　官公庁等提出書類 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理
平成２７年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理
平成２７年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　工事台帳 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　保守点検記録 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（運転記録） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設備管理記録（保全記録） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成２７年度　動力月報 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修（部外委託研修） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修（部内集合研修） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（職種別研修） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（技術系研修） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（階層別研修） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修（通信教育講座） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　印刷局表彰 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　外部表彰 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　高齢者雇用 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　採用 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　退職 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　発令通知原義書 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　セクハラ防止 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　育児休業 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係（休日振替） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係（診断書） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係（着任届） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係（特殊勤務手当） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　公務員倫理 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　職員の服務制度 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　専従許可 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　旅費関係（出張計画書） 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　旅費関係（出張復命書） 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　旅費関係（赴任旅費請求書） 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係（休暇） 小田原工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係（出勤簿） 小田原工場長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２８年　勤怠関係（組合休暇） 小田原工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　研修計画（機関・中央） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年請求書（報償費） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度自動車 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度請求書（作業費） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　　文書上申決裁簿 小田原工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　システム管理関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２７年度　リスク管理 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　被服関係 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　構内管理関係（構内作業出入許可申請） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（危険物安全対策委員会） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（災害対策委員会） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年度　公印管理関係 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書接受簿 小田原工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　交通安全関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　押印記録簿 小田原工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　構内管理関係（警備業務報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　構内管理関係（剣道関係文書等） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（訓練及び週間行事文書等） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（消防計画） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（消防用設備等点検結果報告） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（防災管理点検結果報告） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　渉外行事 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２７年度　宿舎取得計画 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２７年度　宿舎貸与関係 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労務処理状況 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２７年度　独身寮管理業務関係 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　監査関係（監査法人期中監査） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　総勘定元帳 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　日計表 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払決議書関係 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　運用関係（無償使用承認） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　運用関係（有償使用承認） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産
平成２７年度　各種報告書・帳票（固定資産現物実査関係
報告書）

小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産現物実査関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産増減関係 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　固定資産台帳 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　取得関係 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　除却関係 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　工事請負契約 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　購入契約 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　賃貸借契約 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　売払契約 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　役員名簿 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　役務請負契約 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２７年度　原価報告書関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（作業環境測定） 小田原工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　災害補償（報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 安全衛生委員会関係 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生委員会関係 小田原工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（健康診断過去データ） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子情報
健康管理
システム

小田原工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 管理運営 平成２７年度　診療状況報告関係（診療状況報告書） 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度製品貸借帳 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿 小田原工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　文書接受簿 小田原工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　規程管理簿　国立印刷局要領（小田原工場） 小田原工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　押印記録簿 小田原工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 総括 平成２８年度　工場運営計画 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修（部外委託研修） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修（部内集合研修） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（職種別研修） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（技術系研修） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（階層別研修） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修（通信教育講座） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　研修計画（機関・中央） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　印刷局表彰 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　外部の表彰 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　勤務に関する意見書 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　高齢者雇用 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　採用 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　叙位･叙勲 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　人事記録・附属書類 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　退職 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　退職（退職者名簿） 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　発令通知原義書 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係（超過勤務等命令簿） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　セクハラ防止 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　育児休業 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係（休日振替） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係（診断書） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係（着任届） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係（特殊勤務手当） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　公務員倫理 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　職員の服務制度 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　専従許可 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　旅費関係（出張計画書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　旅費関係（出張復命書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　旅費関係（赴任旅費請求書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２９年　勤怠関係（休暇） 小田原工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２９年　勤怠関係（組合休暇） 小田原工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成２８年度　渉外行事 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎取得計画 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎貸与関係 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成２８年度　団体交渉議事録 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成２８年度　労務処理状況 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境
平成２８年度　環境管理委員会・環境保全推進分科会関
係

小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　環境関係・申請・届出 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　産業廃棄物管理票（マニフェスト） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　排出物等の測定結果 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　環境記録関係（届出等） 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年請求書（自動車借上げ） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度公共料金関係（通信費） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度自動車 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度請求書（協会加盟費） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度請求書（作業費） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度構内管理関係（役務関係） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成２８年度　システム管理関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成２８年度　リスク管理 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　被服関係 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内管理関係（構内作業出入許可申請） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（危険物安全対策委員会） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（災害対策委員会） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内管理関係（構内使用許可申請） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（消防用設備等設置届書） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内管理関係（警備業務報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内管理関係（剣道関係文書等） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（訓練及び週間行事文書等） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（消防計画） 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（消防用設備等点検結果報告） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（防災管理点検結果報告） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係　作業環境測定 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（傷病休業統計） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　災害補償（報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生委員会関係 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　総合予算関係（減損処理資料） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算
平成２８年度　総合予算関係（設備投資計画(資本予算）
資料）

小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　総合予算関係（年間所要実績額資料） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　監査関係（監査法人期中監査） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　月次決算関係（報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　総勘定元帳 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　伝票（振替伝票） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　日計表 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　年次決算関係（報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度会計検査関係（実地検査） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払管理関係（支払依頼確認表） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払決議書関係 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　固定資産現物実査関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　固定資産増減関係 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　取得関係 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　除却関係 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　土地境界確定・確認書 小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　収納管理関係（その他入金取引票） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　収納管理関係（納入通知書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票（現金領収証書原符） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票（承認依頼書） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票（振替伝票） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　工事請負契約 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　購入契約 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　製造・修理等請負契約 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　賃貸借契約 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　売払契約 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　役員名簿 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 調達業務 契約 平成２８年度　役務請負契約 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２８年度　原価報告書関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 総務 業務改善 平成２８年度　改善活動 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 総務 業務改善 平成２８年度　改善提案 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　請負作業報告書（印刷） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　請負作業報告書（製紙） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造計画関係（月間） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造計画関係（年間） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係（印刷） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係（製紙） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　輸送計画・実績関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（作業考査実施状況報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（指定計測器関係） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（実製造関連事項） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（実施状況報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２８年度　工程改善関係（申請書・計画書・報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　雑役綴　１ 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　雑役綴　２ 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　雑役綴　３ 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械購入、修繕綴 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理
平成２８年度　建物修繕綴、保守点検綴、研究所仕様書
綴

小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　研究所概算書綴、研究所拾い調書綴 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　概算書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　概算書綴、拾い調書綴 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　研究所（年契・工事）概算書・拾い調書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　研究所（年契・工事）仕様書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工場（工事）仕様書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理
平成２８年度　工場（年契）概算書・拾い調書、工場（工
事）概算書・拾い調書

小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工場（年契）仕様書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　拾い調書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　小中破綴　１ 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　小中破綴　２ 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　本契仕様書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度 定期点検年間計画表 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（定期点検実施状況報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（保全記録） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械関係概算書 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　機械配置図 小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　各種計画書（営繕関係概算書） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄
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2016年度 管理 設備管理 設備管理
平成２８年度　工事設計図書作成・工事監督書類（工事監
督関係記録書類）

小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理
平成２８年度　工事設計図書作成・工事監督書類（設計図
書）

小田原工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事台帳 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情報
設備管理
サーバ

小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　保守点検記録 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（運転記録） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設備管理記録（保全記録） 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　動力月報 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 経営管理 組織・要員 要員 平成２８年度　要員関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　事業継続推進計画関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　会議関係（内部統制推進委員会等） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　会議・打合せ関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　総務管理関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　文書管理関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成２８年度　工場見学関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　身上調査表 小田原工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　育児時間 小田原工場長 未定
育児休業が終了
した日から3年

未定 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係　作業環境測定（特定粉じ
ん）

小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係　作業環境測定（特定管理
物質）

小田原工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　出納員現金出納簿 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療録等 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　健康管理関係（ストレスチェック） 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　人間ドック・健康診断関係 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成２８年度　各種報告書 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成28年度　運用関係(不動産使用承認） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　収納管理関係（患者別日計表） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　収納管理関係（金種票） 小田原工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（数量確認報告書） 小田原工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（標準手続） 小田原工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　雑役綴　４ 小田原工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 小田原工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　定期点検及び修理計画表 小田原工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　会議・打合せ関係 小田原工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2015年度 経営広報 広報 対内広報 平成２７年度　広報誌（小田原工場） 小田原工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2001年度 総務 法務管理 文書管理 平成１５年　規程管理簿　国立印刷局細則（小田原工場） 小田原工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 小田原工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成23年度　マニフェスト 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成24年度　マニフェスト 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成24年度　環境保全関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　マニフェスト 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　環境保全関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　マニフェスト 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 総括 平成23年度　運営計画 静岡工場長 2012年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成24年度　運営計画 静岡工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成25年度　運営計画 静岡工場長 未定
第３期中期計画期
間終了後５年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 経営管理 管理運営 総括 平成２０年度　運営計画 静岡工場長 2009年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 総括 平成２１年度　運営計画 静岡工場長 2010年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 総括 平成２２年度　運営計画 静岡工場長 2011年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2011年度 経営管理 組織・要員 組織 平成23年度　組織関係 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 経営管理 組織・要員 組織 平成24年度　組織関係 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 経営管理 組織・要員 組織 平成25年度　組織関係 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 経営管理 組織・要員 組織 平成１９年度　組織関係 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２０年度　組織関係 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２１年度　組織関係 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 経営管理 組織・要員 組織 平成２２年度　組織関係 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　実験・調査等報告書 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 少額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成23年度　実験・調査等報告書 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成24年度　研究開発計画書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成24年度　研究開発評価書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成24年度　実験・調査等報告書 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 総括 平成23年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 総括 平成24年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 総括 平成25年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 総括 平成１９年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 総括 平成２０年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 総括 平成２１年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 総括 平成２２年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成24年度　工程改善関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成25年度　工程改善関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 事業管理 生産管理 製造管理 工場標準 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2010年度 事業管理 生産管理 製造管理 標準書 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成24年度　製造計画関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成24年度　製造指示関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成24年度　製造実績関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成24年度　品質管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造計画関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造指示関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造実績関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　品質管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成24年度　製品納入関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成24年度　棚卸資産管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成24年度　輸送関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成25年度　製品納入関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成25年度　輸送関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 改廃標準書記録簿 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準実施要領集 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書引継簿 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書配布簿 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書複写簿 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１８年度　特許等文書 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務
知的財産
管理

出願 平成23年度　特許等文書 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務
知的財産
管理

出願 平成24年度　特許等文書 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務
知的財産
管理

出願 平成25年度　特許等文書 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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1997年度 総務
知的財産
管理

出願 平成9年度　特許等文書 静岡工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1999年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１１年度　特許等文書 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１２年度　特許等文書 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2001年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１３年度　特許等文書 静岡工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2002年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１４年度　特許等文書 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１５年度　特許等文書 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１７年度　特許等文書 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務
知的財産
管理

出願 平成１９年度　特許等文書 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２０年度　特許等文書 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２１年度　特許等文書 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２２年度　特許等文書 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成23年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成24年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成25年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成１９年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２０年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成２１年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度契約電力 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度契約電力 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２２年度設備事故報告 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２３年度設備事故報告 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度動力月報 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成20年度　機械関係概算書 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成20年度　機械取得資料 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成20年度　機械設備等取得関係 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成20年度　設備等仕様書 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成23年度機械関係概算書 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成23年度機械取得資料 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成23年度機械設備等取得関係 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成23年度設備等仕様書 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成24年度機械関係概算書 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成24年度機械取得資料 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成24年度機械設備等取得関係 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成24年度実行調書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成24年度設備等仕様書 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度機械関係概算書 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度機械取得資料 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度機械設備等取得関係 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度実行調書 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度設備等仕様書 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械取得資料 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械設備等取得関係 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備等仕様書 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度機械関係概算書 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度機械取得資料 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度機械設備等取得関係 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度設備等仕様書 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成25年度機械配置図 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 官公庁等提出書類 静岡工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度設計図書(新築) 静岡工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 調査 静岡工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度設計図書(新築) 静岡工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度設計図書(新築) 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度設計図書（模様替） 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度設計図書(新築) 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度設計図書（模様替） 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度設計図書（新築） 静岡工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度設計図書（模様替） 静岡工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度設計図書（模様替） 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 平成15年度設計図書（模様替） 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 平成16年度設計図書（模様替） 静岡工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度設計図書(新築) 静岡工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄
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1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書(新築） 静岡工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書(新築) 静岡工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度設計図書(新築) 静岡工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書(新築) 静岡工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書(模様替） 静岡工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書(新築) 静岡工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書（模様替） 静岡工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度設計図書(新築） 静岡工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度背設計図書（模様替） 静岡工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成20年度　工事台帳 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成23年度工事台帳 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度各種報告書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度官公庁等提出書類 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度工事設計図書作成・工事監督書類 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度工事台帳 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度小規模工事関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度積算基準関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度設計図、構造計算書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度保守点検関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度各種報告書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度官公庁等提出書類 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度工事設計図書作成・工事監督書類 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度工事台帳 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度小規模工事関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度積算基準関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度設計図、構造計算書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度保守点検関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度工事台帳 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度契約済通知書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度購買依頼書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 契約電力 静岡工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 契約電力 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
設備棟書

庫
静岡工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　契約電力 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成20年度契約電力 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成21年度　動力月報 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成23年度契約電力 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成23年度動力月報 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成24年度動力月報 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　契約電力 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　契約電力 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　動力月報 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　動力月報 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度動力月報 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　機関研修 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　中央研修 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　機関研修 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　中央研修 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2002年度 会計 管財 維持 国有財産整理簿（台帳） 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　合計残高試算表 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　伝票 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　総勘定元帳 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 DVD 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　日計表 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 DVD 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　会計検査関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　合計残高試算表 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　伝票 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　報告書関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　総勘定元帳 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　日計表 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　合計残高試算表 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　伝票 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　報告書関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　総勘定元帳 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　日計表 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　総勘定元帳 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 DVD 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　伝票 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　日計表 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 DVD 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成23年度　支払決議書関係 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成24年度　支払に関する各種報告書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成24年度　支払決議書関係 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成25年度　支払に関する各種報告書 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成25年度　支払決議書関係 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払決議書関係 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払台帳 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成24年度　各種報告書・帳票 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成24年度　取得関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成25年度　各種報告書・帳票 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成25年度　取得関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成23年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成24年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成25年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　契約整理簿 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　売払契約 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　契約整理簿 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　売払契約 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　契約整理簿 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　売払契約 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　契約整理簿 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　売払契約 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成24年度　原価審議会・分析資料 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成24年度　原価報告書関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成25年度　原価審議会・分析資料 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成25年度　原価報告書関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 小額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成24年度　厚生活動実施計画 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成24年度　厚生予算 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成25年度　厚生活動実施計画 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成24年度　宿舎取得計画 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成25年度　宿舎取得計画 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　就業規則 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　就業規則 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成23年度　就業規則 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成23年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成23年度　労働協約 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　労働協約 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　労務処理状況 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　労働協約 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　労務処理状況 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　就業規則 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労働協約 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　就業規則 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労働協約 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　診療報酬関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　診療録（一般科） 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　診療録（歯科） 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　人間ドック・健康診断関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1981年度 人事労務 医療 管理運営 昭和56年度　申請・届出関係 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 医療 管理運営 平成22年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 医療 管理運営 平成23年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成24年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 管理運営 平成24年度　各種報告書 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 管理運営 平成25年度　各種報告書 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 少額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対外広報 平成23年度　広報用資料 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対外広報 平成１９年度　広報用資料 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対外広報 平成２０年度　広報用資料 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対外広報 平成２１年度　広報用資料 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対外広報 平成２２年度　広報用資料 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成23年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成24年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成25年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成２０年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成２１年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 固定資産関係簿 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成23年度　固定資産管理簿 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　固定資産管理簿 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　固定資産管理簿 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 平成１８年度　固定資産関係簿 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成１９年度　固定資産関係簿 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２０年度　固定資産関係簿 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２１年度　固定資産管理簿 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２２年度　固定資産管理簿 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 給与 基本給 調整特昇 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1999年度 人事 給与 支払 口座振込申出書 静岡工場長 未定
申出に係る口座振込に
よらなくなる日まで 未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから５年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1987年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（昭和６２年度） 静岡工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1988年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（昭和６３年度） 静岡工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1998年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成１０年度） 静岡工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1999年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成１１年度） 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成１２年度） 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1990年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成２年度） 静岡工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1991年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成３年度） 静岡工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1992年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成４年度） 静岡工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄
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1993年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成５年度） 静岡工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1994年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成６年度） 静岡工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1995年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成７年度） 静岡工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1996年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成８年度） 静岡工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1997年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成９年度） 静岡工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1989年度 人事 調査統計 調査 勤務に関する意見書　（平成元年度） 静岡工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2001年度 人事 調査統計 調査 平成１３年度勤務に関する意見書 静岡工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2002年度 人事 調査統計 調査 平成14年度勤務に関する意見書 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2003年度 人事 調査統計 調査 平成１５年度勤務に関する意見書 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2004年度 人事 調査統計 調査 平成１６年度勤務に関する意見書 静岡工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1987年度 人事 任免 任免 発令原議(昭和６２年度) 静岡工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 発令原議(昭和６３年度) 静岡工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 発令原議(平成１０年度) 静岡工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 発令原議(平成１１年度) 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 発令原議(平成１２年度) 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 発令原議(平成２年度) 静岡工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 発令原議(平成３年度) 静岡工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 発令原議(平成４年度) 静岡工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 発令原議(平成５年度) 静岡工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 発令原議(平成６年度) 静岡工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 発令原議(平成７年度) 静岡工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 発令原議(平成８年度) 静岡工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄
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1997年度 人事 任免 任免 発令原議(平成９年度) 静岡工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 発令原議(平成元年度) 静岡工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度発令原議 静岡工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度発令原議 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度発令原議 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度発令原議 静岡工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 勤怠 育児休業 静岡工場長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 兼業 兼業許可 静岡工場長 未定
兼業が終了した日
から起算して３年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

1987年度 人事 服務 服務 職員の服務(昭和６２年度） 静岡工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 職員の服務(昭和６３年度） 静岡工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成１０年度） 静岡工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成１１年度） 静岡工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成１２年度） 静岡工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成２年度） 静岡工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成３年度） 静岡工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1992年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成４年度） 静岡工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成５年度） 静岡工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成６年度） 静岡工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成７年度） 静岡工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成８年度） 静岡工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成９年度） 静岡工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 職員の服務（平成元年度） 静岡工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成１３年度職員の服務 静岡工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄
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2002年度 人事 服務 服務 平成１４年度職員の服務 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成１５年度職員の服務 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2004年度 人事 服務 服務 平成１６年度職員の服務 静岡工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　印刷局表彰 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　外部表彰 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　発令通知原義書 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度  往復文書　人事照復 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　印刷局表彰 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　外部表彰 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　社会保険 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　身分証明書発行簿 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　退職 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　発令通知原義書 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度  往復文書　人事照復 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　印刷局表彰 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　外部表彰 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　社会保険 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　身分証明書発行簿 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　退職 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　発令通知原義書 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　外部表彰 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　休暇 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　職員の服務制度 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　専従許可 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　旅費関係 静岡工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　休暇 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　職員の服務制度 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　専従許可 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　服務関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　旅費関係 静岡工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年　休暇 静岡工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　職員の服務制度 静岡工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　専従許可 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　服務関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　旅費関係 静岡工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年　休暇 静岡工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　休暇 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　専従許可 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　旅費関係 静岡工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　休暇 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　専従許可 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　旅費関係 静岡工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　休暇 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　職員の服務制度 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　専従許可 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　旅費関係 静岡工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　休暇 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　職員の服務制度 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　専従許可 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係 静岡工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 秘文書管理簿 静岡工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 秘文書管理簿 静岡工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成１０年文書上申決裁簿 静岡工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 一般 平成１１年文書上申決裁簿 静岡工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１２年文書上申決裁簿 静岡工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 一般 平成１３年文書上申決裁簿 静岡工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１４年文書上申簿 静岡工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１５年文書上申簿 静岡工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１６年度文書上申簿 静岡工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄
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1995年度 総務 管理運営 一般 平成８年文書上申決裁簿 静岡工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成９年文書上申決裁簿 静岡工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 静岡工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 規程管理簿 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 秘密文書管理簿 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１７年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　規程管理簿 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　会議・打合せ会関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　規程管理簿 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成25年　規程管理簿 静岡工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成25年　文書上申決裁簿 静岡工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度　会議・打合せ会関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１８年度　規程管理簿 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１８年度　秘密文書管理簿 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１８年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成１９年度　規程管理簿 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成１９年度　秘密文書管理簿 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成１９年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２０年度　規程管理簿 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2008年度 総務 管理運営 一般 平成２０年度　秘密文書管理簿 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２０年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２１年度　規程管理簿 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２１年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　規程管理簿 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２２年度　文書上申決裁簿 静岡工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 一般 平成１７年度　記念行事 静岡工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年度　公共料金関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年度　公共料金関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 一般 平成１８年度　記念行事（重要なもの） 静岡工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 一般 平成１９年度　記念行事（重要なもの） 静岡工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 一般 平成２０年度　記念行事（重要なもの） 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　契約電力 静岡工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 小額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 小額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 少額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度予算管理関係 静岡工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度予算管理関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2003年度 会計 管財 保存 小額資産台帳 静岡工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　マニフェスト 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成26年度　運営計画 静岡工場長 2015年4月1日
第３期中期計画期
間終了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　環境保全関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 経営管理 組織・要員 組織 平成26年度　組織関係 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造指示関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造実績関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成26年度　製品納入関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成26年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務
知的財産
管理

出願 平成26年度　特許等文書 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成26年度　資材調達関係 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造計画関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成26年度　輸送関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成26年度　工程改善関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 総括 平成26年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　品質管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度保守点検関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度機械関係概算書 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度機械取得資料 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度機械設備等取得関係 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度工事設計図書作成・工事監督書類 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度工事台帳 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度実行調書 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度小規模工事関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度積算基準関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度設備等仕様書 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度各種報告書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度官公庁等提出書類 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成26年度機械配置図 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度設計図、構造計算書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度動力月報 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成26年度定期点検・給油計画表 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成26年度設備管理記録 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度契約電力 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　機関研修 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　中央研修 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　発令通知原義書 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　退職 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　印刷局表彰 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　外部表彰 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　社会保険 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　職員の服務制度 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　専従許可 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　服務関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年　休暇 静岡工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　旅費関係 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　身分証明書発行簿 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度  往復文書　人事照復 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成26年度　被服関係 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成26年度　防災関係 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　会議・打合せ会関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成26年　規程管理簿 静岡工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　固定資産管理簿 静岡工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成26年度　公共料金関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年　文書上申決裁簿 静岡工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成26年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成26年度　防災関係 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成26年度　厚生活動実施計画 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　労働協約 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　労務処理状況 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成26年度　宿舎貸与関係 静岡工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成26年度　宿舎取得計画 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成26年度　各種報告書・帳票 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　契約整理簿 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成26年度　原価審議会・分析資料 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成26年度　原価報告書関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　合計残高試算表 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成26年度　支払に関する各種報告書 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成26年度　支払決議書関係 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成26年度　取得関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　総勘定元帳 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成26年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　伝票 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　日計表 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　売払契約 静岡工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　報告書関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 管理運営 平成26年度　各種報告書 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度予算管理関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　押印記録簿 静岡工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成28年　文書接受簿 静岡工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　会議・打合せ会関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　規程管理簿 静岡工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成28年　工場細則改正関係 静岡工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成28年　工場要領改正関係 静岡工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　文書上申決裁簿 静岡工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成27年度　広報誌（各機関） 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 総括 平成27年度　運営計画 静岡工場長 2016年4月1日
第３期中期計画期
間終了後５年

2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 経営管理 組織・要員 組織 平成27年度　組織関係 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 運営管理 総括 平成27年度　内部統制関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成27年度　機関研修 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成27年度　中央研修 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　発令通知原義書 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　退職 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　印刷局表彰 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　外部表彰 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　社会保険 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　職員の服務制度 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　専従許可 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　服務関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年　休暇 静岡工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　旅費関係 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　身分証明書発行簿 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度  往復文書　人事照復 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成27年度　厚生活動実施計画 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　労働協約 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　労務処理状況 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成27年度　宿舎貸与関係 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成27年度　宿舎取得計画 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成27年度　被服関係 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　固定資産関係簿 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成27年度　公共料金関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成27年度　防災関係 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　庶務関係 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成27年度　防災関係 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　マニフェスト 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

Page 467



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　環境保全関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 管理運営 平成27年度　各種報告書 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　診療報酬関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　診療録（一般科） 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　診療録（歯科） 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　人間ドック・健康診断関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成27年度　各種報告書・帳票 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　契約整理簿 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成27年度　原価審議会・分析資料 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成27年度　原価報告書関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　合計残高試算表 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成27年度　支払に関する各種報告書 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成27年度　支払決議書関係 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成27年度　取得関係 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　総勘定元帳 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成27年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　伝票 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　日計表 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　売払契約 静岡工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　報告書関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2015年度 財務 財務管理 資金 平成27年度　予算管理 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造指示関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造実績関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成27年度　製品納入関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務
知的財産
管理

知的財産管
理

平成27年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務
知的財産
管理

出願 平成27年度　特許等文書 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成27年度　資材調達関係 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造計画関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成27年度　輸送関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成27年度　工程改善関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 総括 平成27年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　品質管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資金 平成27年度　予算関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成27年度　棚卸資産管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　工場標準 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度保守点検関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度機械関係概算書 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度機械取得資料 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度機械設備等取得関係 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度工事設計図書作成・工事監督書類 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度工事台帳 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度小規模工事関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度積算基準関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度設備等仕様書 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成27年度機械配置図 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度設計図、構造計算書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度動力月報 静岡工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成27年度定期点検・給油計画表 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成27年度設備管理記録 静岡工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度契約電力 静岡工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年官公庁等提出書類 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成27年度予算管理関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療報酬関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療報酬関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療録（一般科） 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療録（一般科） 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療録（歯科） 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療録（歯科） 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　人間ドック・健康診断関係 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　人間ドック・健康診断関係 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成27年　規程管理簿 静岡工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成27年　文書上申決裁簿 静岡工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年　休暇 静岡工場長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　文書上申決裁簿 静岡工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　押印記録簿 静岡工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成29年　文書接受簿 静岡工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　規程管理簿 静岡工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成29年　工場細則改正関係 静岡工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成29年　工場要領改正関係 静岡工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　金銭の支払のための意思決定文書 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成28年度　機関紙 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 経営管理 管理運営 総括 平成28年度　運営計画 静岡工場長 2017年4月1日
第３期中期計画期
間終了後５年

2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 組織 平成28年度　組織関係 静岡工場長 2017年4月1日
要件を具備するま
で

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成28年度　内部統制関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成28年度　機関研修 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成28年度　中央研修 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　発令通知原義書 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　退職 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　身体障害者雇用状況調査 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　印刷局表彰 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　外部表彰 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　勤務に関する意見書 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　社会保険 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成28年度　職員の服務制度 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2016年度 総務 人事給与 服務 平成28年度　専従許可 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成28年度　服務関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成29年　休暇 静岡工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成28年度　旅費関係 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　身分証明書発行簿 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度  往復文書　人事照復 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成28年度　厚生活動実施計画 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成28年度　労働協約 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成28年度　団体交渉議事録 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成28年度　労務処理状況 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 宿舎 平成28年度　宿舎貸与関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 宿舎 平成28年度　宿舎取得計画 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　被服関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　固定資産関係簿 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　公共料金関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成28年度　予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成28年度　防災関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成28年度　防災関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　マニフェスト 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　環境保全関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

管理運営 平成28年度　各種報告書 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成28年度　診療報酬関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成28年度　診療録（一般科） 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成28年度　診療録（歯科） 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　人間ドック・健康診断関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　出納員現金出納簿 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成28年度　各種報告書・帳票 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　契約整理簿 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成28年度　原価審議会・分析資料 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成28年度　原価報告書関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　合計残高試算表 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成28年度　支払に関する各種報告書 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成28年度　支払決議書関係 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成28年度　取得関係 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　総勘定元帳 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成28年度　帳簿・帳票 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　伝票 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　日計表 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　売払契約 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報 サーバ 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　報告書関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度　予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2016年度 財務 財務管理 予算 平成28年度　予算管理 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　製造指示関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　製造実績関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成28年度　製品納入関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

知的財産管
理

平成28年度　知的財産関係資料 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成28年度　特許等文書 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成28年度　資材調達関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　製造計画関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成28年度　輸送関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成28年度　工程改善関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 総括 平成28年度　秘密保持誓約書 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　品質管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成28年度　予算関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成28年度　棚卸資産管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　工場標準 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　保守点検関係(仕様書・概算書) 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　機械関係概算書 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　機械取得資料 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　工事設計図書作成・工事監督書類 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　工事台帳 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　小規模工事関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　積算基準関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　設備等仕様書 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　設計図、構造計算書 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　動力月報 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　契約電力 静岡工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　官公庁等提出書類 静岡工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成28年度予算管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成28年度　会議関係（その他） 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成28年度　年度計画 静岡工場長 未定
中期計画期間終
了後5年

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 監査 内部監査 総括 平成28年度　年度監査計画 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 運営管理 総括 平成27年度　事業継続関係 静岡工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成28年度　事業継続関係 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 要員 平成28年度　要員関係 静岡工場長 2017年4月1日
要件を具備するま
で

未定 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成28年　文書管理関係 静岡工場長 2016年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成29年　文書管理関係 静岡工場長 2017年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成28年度　リスク管理 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対外広報 平成29年　工場見学決裁綴 静岡工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳（切手） 静岡工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　公共料金関係（後納郵便料金） 静岡工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　庶務関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成28年度　構内管理関係 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　設備事故報告書 静岡工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　保守点検関係(計画・実施状況) 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
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2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　生産設備等試運転記録表 静岡工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成23年度　支払に関する各種報告書 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2011年度 財務 財務管理 資産 平成23年度　取得関係 静岡工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 静岡工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　環境保全関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　環境保全関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 経営管理 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 経営管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2013年12月31日
延長期間：27年

2010年度 経営管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 経営管理 管理運営 総括 平成２２年度　運営計画 彦根工場長 2011年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 経営管理 管理運営 総括 平成２３年度　運営計画 彦根工場長 2012年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 管理運営 総括 平成２４年度　運営計画 彦根工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 管理運営 総括 平成２５年度　運営計画 彦根工場長 2014年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成１９年度　改善活動 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２０年度　改善活動 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２１年度　改善活動 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２２年度　改善活動 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2011年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２３年度　改善活動 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善活動 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２４年度　改善提案 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善活動 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２５年度　改善提案 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 固定資産関係簿 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成17年度　研究開発報告書 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成18年度　研究開発報告書 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　研究開発報告書 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究開発報告書 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発評価書 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　実験・調査等報告書 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　研究開発報告書 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２５年度　実験・調査等報告書 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２４年度　工程改善関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２５年度　工程改善関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２３年度  国立印刷局細則 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２３年度  国立印刷局要領 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度  国立印刷局細則 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度  国立印刷局要領 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2013年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度  国立印刷局細則

彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度
事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度  国立印刷局要領

彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 事業管理 管理運営 一般 平成１７年度　規程管理簿 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 事業管理 管理運営 一般 平成１８年度　規程管理簿 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 事業管理 管理運営 一般 平成19年度　規程管理簿 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成２０年度　規程管理簿 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２１年度　規程管理簿 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成１７年度　工場標準 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成１７年度　標準書 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成１８年度　標準書 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成19年度　標準書 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２０年度　工場標準 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２０年度　標準書 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２１年度　工場標準 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２１年度　標準書 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2010年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２２年度　標準書 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２３年度　標準書 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　標準書 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　製造計画関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　標準書 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　棚卸資産管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　製品納入関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　輸送関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　棚卸資産管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　製品納入関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２５年度　輸送関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2002年度 製造 調査研究 技術情報 平成14年度研究報告書 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 技術情報 平成15年度研究報告書 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 技術情報 平成16年度研究報告書 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 製造 調査研究 知的財産 平成15年度特許等文書 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 製造 調査研究 知的財産 平成16年度特許等文書 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 総務
知的財産
管理

出願 平成17年度　特許等文書 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 総務
知的財産
管理

出願 平成18年度　特許等文書 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 総務
知的財産
管理

出願 平成19年度　特許等文書 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２０年度　特許等文書 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2009年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２１年度　特許等文書 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２２年度　特許等文書 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２３年度　特許等文書 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２４年度　特許等文書 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２５年度　特許等文書 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 契約電力 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 維持 固定資産台帳 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　資産管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　資産管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備事故報告書 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械関係概算書 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械取得資料 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成１９年度　設備等仕様書 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械関係概算書 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械取得資料 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２０年度　設備等仕様書 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　機械関係概算書 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　機械取得資料 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２1年度　設備等仕様書 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械関係概算書 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械取得資料 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２２年度　設備等仕様書 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械関係概算書 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械取得資料 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２３年度　設備等仕様書 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械関係概算書 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械取得資料 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２４年度　設備等仕様書 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械関係概算書 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械取得資料 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２５年度　設備等仕様書 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２５年度　品質管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度工場施設新築設計図 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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1980年度 製造 設備 管理 昭和５５年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 昭和５６年度工場施設新築設計図 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1981年度 製造 設備 管理 昭和５６年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度工場施設新築設計図 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1985年度 製造 設備 管理 昭和６０年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 設計図書（新築） 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 設計図書（新築） 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 設計図書（模様替） 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 設計図書（模様替） 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度工場施設新築設計図 彦根工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度工場施設新築設計図 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度工場施設新築設計図 彦根工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成１３年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度工場施設新築設計図 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成１４年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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1990年度 製造 設備 管理 平成２年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成7年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度工場施設新築設計図 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1989年度 製造 設備 管理 平成元年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 官公庁等提出書類 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　官公庁等提出書類 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　工事台帳 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　工事台帳 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　工事台帳 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２1年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　工事台帳 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　工事台帳 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事設計図書作成・工事監督書類 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　工事台帳 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　小規模工事関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　積算基準関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　保守点検関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事設計図書作成・工事監督書類 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　工事台帳 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　小規模工事関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　積算基準関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　保守点検関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 契約電力 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 製造 設備 管理 契約電力 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 契約電力 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 電気主任技術者届け 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 契約電力 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　契約電力 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　契約電力 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成１９年度　動力月報 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　契約電力 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成２０年度　動力月報 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　契約電力 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度　動力月報 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　契約電力 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度　動力月報 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　契約電力 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度　動力月報 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　契約電力 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　動力月報 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　契約電力 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成２５年度　動力月報 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　機関研修 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 研修 平成２２年度　中央研修 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　機関研修 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 研修 平成２３年度　中央研修 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　機関研修 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　職員研修計画 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成２４年度　中央研修 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　機関研修 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　職員研修計画 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成２５年度　中央研修 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　安全衛生関係 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　災害補償 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　安全衛生関係 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　災害補償 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　安全衛生関係 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　災害補償 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２1年度　安全衛生関係 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２1年度　災害補償 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　災害補償 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　災害補償 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（リスクアセスメント） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生関係） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２４年度　安全衛生関係（安全衛生教育・特別教育の
記録）

彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（開設承認事項関係） 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（監督署等への報告） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（機械等設置届（監督署）） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２４年度　安全衛生関係（健康管理措置（意見書・指
示書））

彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（公務災害認定・災害補償） 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（災害補償報告書） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２４年度　安全衛生関係（作業環境測定・点検等の記
録）

彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２４年度　安全衛生関係（産業医・衛生管理者等の届
出（監督署））

彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２４年度　安全衛生関係（本局への報告） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（リスクアセスメント） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生関係） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２５年度　安全衛生関係（安全衛生教育・特別教育の
記録）

彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（開設承認事項関係） 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（監督署等への報告） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（機械等設置届（監督署）） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２５年度　安全衛生関係（健康管理措置（意見書・指
示書））

彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（公務災害認定・災害補償） 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（災害補償報告書） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２５年度　安全衛生関係（作業環境測定・点検等の記
録）

彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２５年度　安全衛生関係（産業医・衛生管理者等の届
出（監督署））

彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２５年度　安全衛生関係（本局への報告） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　安全衛生関係 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生 平成１７年度　災害補償 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　資産管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　資産管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 安全衛生 建築物・機械等設置届出 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１５年度　建築物・機械等設置届 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１６年度　建築物・機械等設置届 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 一般 医療事故防止対策要領 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 会計 管財 維持 境界確認 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1998年度 会計 管財 維持 国有財産整理簿 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 会計 管財 維持 測量図 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1995年度 会計 管財 処分 土地売払 彦根工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 平成１５年度固定資産 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 平成１６年度固定資産 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 決算 会計検査 独立行政法人国立印刷局の計算証明について 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2004年度 会計 決算 会計検査 独立行政法人国立印刷局の計算証明について 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　年次決算関係 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 平成１８年度　年次決算関係 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　月次決算関係 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成１９年度　年次決算関係 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　月次決算関係 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成２０年度　年次決算関係 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　月次決算関係 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成２１年度　年次決算関係 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　監査関係 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　月次決算関係 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　合計残高試算表 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　伝票 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　日計表 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成２２年度　年次決算関係 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　監査関係 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　月次決算関係 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　合計残高試算表 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　伝票 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　日計表 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成２３年度　年次決算関係 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　監査関係 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　月次決算関係 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　合計残高試算表 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　伝票 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　日計表 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成２４年度　年次決算関係 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　監査関係 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　月次決算関係 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　合計残高試算表 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　伝票 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　日計表 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成２５年度　年次決算関係 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払管理関係 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成２２年度　支払決議書関係 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払管理関係 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成２３年度　支払決議書関係 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払に関する各種報告書 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成２４年度　支払決議書関係 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払に関する各種報告書 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成２５年度　支払決議書関係 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 平成１７年度　取得関係 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 平成１７年度　処分関係 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産 平成１８年度　取得関係 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 資産 平成１８年度　処分関係 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成１９年度　取得関係 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成１９年度　処分関係 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産 平成２０年度　取得関係 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産 平成２０年度　処分関係 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　取得関係 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成２１年度　処分関係 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成２２年度　取得関係 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成２２年度　処分関係 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　取得関係 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 資産 平成２３年度　処分関係 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　各種報告書・帳票 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　取得関係 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成２４年度　処分関係 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　各種報告書・帳票 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　取得関係 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成２５年度　処分関係 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2010年度 財務 財務管理 収納 平成２２年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成２３年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成２４年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成２５年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　契約整理簿 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　工事請負契約 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　購入契約 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　製造・修理等請負契約 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　賃貸借契約 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　売払契約 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成２２年度　役務請負契約 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　工事請負契約 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　購入契約 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　製造・修理等請負契約 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　賃貸借契約 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　売払契約 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成２３年度　役務請負契約 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　工事請負契約 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　購入契約 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　製造・修理等請負契約 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　賃貸借契約 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　売払契約 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成２４年度　役務請負契約 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　工事請負契約 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　購入契約 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　製造・修理等請負契約 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　賃貸借契約 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　売払契約 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成２５年度　役務請負契約 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価審議会・分析資料 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２４年度　原価報告書関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価審議会・分析資料 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２５年度　原価報告書関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1990年度 人事 労務 交渉 平成２年度２４協定 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1993年度 人事 労務 交渉 平成５年度２４協定 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1996年度 人事 労務 交渉 平成８年度２４協定 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 人事 労務 交渉 平成９年度２４協定 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　資産管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　資産管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　厚生活動実施計画 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２４年度　渉外行事 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　厚生活動実施計画 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２５年度　渉外行事 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１９年度　労働協約 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２０年度　労働協約 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２１年度　労働協約 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２２年度　労働協約 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２３年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２４年度　労務処理状況 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２５年度　労務処理状況 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1987年度 総務 管理運営 一般 昭和６２年度就業規則 彦根工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1988年度 総務 管理運営 一般 昭和６３年度就業規則 彦根工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
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1998年度 総務 管理運営 一般 平成１０年度就業規則 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 一般 平成１１年度就業規則 彦根工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 一般 平成１３年度就業規則 彦根工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 一般 平成１４年度就業規則 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 一般 平成15年度就業規則 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成16年度就業規則 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1989年度 総務 管理運営 一般 平成１年度就業規則 彦根工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1990年度 総務 管理運営 一般 平成２年度就業規則 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1991年度 総務 管理運営 一般 平成３年度就業規則 彦根工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1992年度 総務 管理運営 一般 平成４年度就業規則 彦根工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1993年度 総務 管理運営 一般 平成５年度就業規則 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 一般 平成６度就業規則 彦根工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 一般 平成８年度就業規則 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 一般 平成９年度就業規則 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療報酬関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　診療録等 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成２４年度　人間ドック・健康診断関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　診療報酬関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　診療録等 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 医療 医療 平成２５年度　人間ドック・健康診断関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　資産管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　資産管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係（警備） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係（警備） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 経営管理 広報 対内広報 平成１７年度　時報 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 経営管理 広報 対内広報 平成１８年度　時報 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１９年度　時報 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成２０年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成２０年度　時報 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成２１年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成２１年度　時報 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成２２年度　時報 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成２３年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成２３年度　時報 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　広報誌発行（時報関係） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成２４年度　時報 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　広報誌発行（時報関係） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成２５年度　時報 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 人事 給与 基本給 調整特昇 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1973年度 人事 任免 一般 昭和４８年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1979年度 人事 任免 一般 昭和５４年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 任免 一般 昭和６２年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 一般 昭和６３年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 一般 平成１０年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 一般 平成１１年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 一般 平成１２年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 一般 平成１３年度  勤務に関する意見書 彦根工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
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2002年度 人事 任免 一般 平成１４年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 一般 平成１５年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 一般 平成１６年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1990年度 人事 任免 一般 平成２年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 一般 平成３年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 一般 平成４年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 一般 平成５年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 一般 平成６年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 一般 平成７年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 一般 平成８年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 一般 平成９年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 一般 平成元年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録 人事記録カード・附属書類 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1973年度 人事 任免 任免 昭和４８年度　発令通知原義書 彦根工場長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1979年度 人事 任免 任免 昭和５４年度　発令通知原義書 彦根工場長 1980年4月1日 60年 2040年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度　発令通知原義書 彦根工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度　発令通知原義書 彦根工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度　発令通知原義書 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度　発令通知原義書 彦根工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度　発令通知原義書 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度  発令通知原義書 彦根工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2002年度 人事 任免 任免 平成１４年度　発令通知原義書 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度　発令通知原義書 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄
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2004年度 人事 任免 任免 平成１６年度　発令通知原義書 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 平成２年度　発令通知原義書 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度　発令通知原義書 彦根工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度　発令通知原義書 彦根工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度　発令通知原義書 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度　発令通知原義書 彦根工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度　発令通知原義書 彦根工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度　発令通知原義書 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度　発令通知原義書 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度　発令通知原義書 彦根工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 勤怠 平成１２年度　診断書 彦根工場長 2001年4月1日 33年 2034年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1973年度 人事 服務 服務 昭和４８年度　職員の服務 彦根工場長 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 服務 服務 昭和６２年度　職員の服務 彦根工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1988年度 人事 服務 服務 昭和６３年度　職員の服務 彦根工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1998年度 人事 服務 服務 平成１０年度　職員の服務 彦根工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1999年度 人事 服務 服務 平成１１年度　職員の服務 彦根工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2000年度 人事 服務 服務 平成１２年度　職員の服務 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成１３年度　職員の服務 彦根工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成１４年度　職員の服務 彦根工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 人事 服務 服務 平成１５年度　職員の服務 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2004年度 人事 服務 服務 平成１６年度　職員の服務 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1990年度 人事 服務 服務 平成２年度　職員の服務 彦根工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1991年度 人事 服務 服務 平成３年度　職員の服務 彦根工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄
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1992年度 人事 服務 服務 平成４年度　職員の服務 彦根工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1993年度 人事 服務 服務 平成５年度　職員の服務 彦根工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1994年度 人事 服務 服務 平成６年度　職員の服務 彦根工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1995年度 人事 服務 服務 平成７年度　職員の服務 彦根工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1996年度 人事 服務 服務 平成８年度　職員の服務 彦根工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1997年度 人事 服務 服務 平成９年度　職員の服務 彦根工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1989年度 人事 服務 服務 平成元年度　職員の服務 彦根工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　高齢者雇用 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　採用 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　印刷局表彰 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　外部表彰 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　高齢者雇用 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　採用 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１９年度　発令通知原義書 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　印刷局表彰 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　外部表彰 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　高齢者雇用 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　採用 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成２０年度　発令通知原義書 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　印刷局表彰 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　外部表彰 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　高齢者雇用 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　採用 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成２１年度　発令通知原義書 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　職員名簿 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　印刷局表彰 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　外部表彰 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　高齢者雇用 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　採用 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成２２年度　発令通知原義書 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　職員名簿 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　印刷局表彰 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　外部表彰 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　高齢者雇用 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　採用 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成２３年度　発令通知原義書 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　職員名簿 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　退職 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　印刷局表彰 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　往復文書　人事照復 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　外部表彰 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　高齢者雇用 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　採用 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　身分証明書発行簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成２４年度　発令通知原義書 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　職員名簿 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　退職 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　印刷局表彰 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　往復文書　人事照復 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　外部表彰 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　高齢者雇用 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　採用 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　身分証明書発行簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成２５年度　発令通知原義書 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 彦根工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年　休暇 彦根工場長 2008年1月1日 10年 2017年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　セクハラ防止 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　勤務時間関係 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　職員の服務制度 彦根工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　専従許可 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１９年度　旅費関係 彦根工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年　休暇 彦根工場長 2009年1月1日 10年 2018年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　セクハラ防止 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　勤務時間関係 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　職員の服務制度 彦根工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　専従許可 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２０年度　旅費関係 彦根工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年　休暇 彦根工場長 2010年1月1日 10年 2019年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　セクハラ防止 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　勤務時間関係 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　職員の服務制度 彦根工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　専従許可 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２１年度　旅費関係 彦根工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年　休暇 彦根工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　勤務時間関係 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　職員の服務制度 彦根工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　専従許可 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２２年度　旅費関係 彦根工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年　休暇 彦根工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　育児休業 彦根工場長 2015年4月1日
育児休業が終了
した日から３年

2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　勤務時間関係 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　職員の服務制度 彦根工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　専従許可 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２３年度　旅費関係 彦根工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年　休暇 彦根工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　育児休業 彦根工場長 2015年4月1日
育児休業が終了
した日から３年

2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　勤務時間関係 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　職員の服務制度 彦根工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　専従許可 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成２４年度　旅費関係 彦根工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　育児休業 彦根工場長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　勤務時間関係 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　職員の服務制度 彦根工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　専従許可 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成２５年度　旅費関係 彦根工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　規程管理簿　（彦根工場） 彦根工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成１７年　文書上申決裁簿　（彦根工場） 彦根工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 彦根工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　規程管理簿 彦根工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１９年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　規程管理簿 彦根工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成２０年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　規程管理簿 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　規程管理簿 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　規程管理簿 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　規程管理簿 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　会議・打合せ会関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２４年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　規程管理簿 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　会議・打合せ会関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２５年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成２６年　規程管理簿 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般
平成２６年　文書上申決裁簿
（簡易決裁管理簿）

彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1994年度 総務 管理運営 広報 年史・記念誌 彦根工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 公印管理 彦根工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申決裁簿 彦根工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申決裁簿 彦根工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年文書上申決裁簿 彦根工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年文書上申決裁簿 彦根工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申決裁簿 彦根工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申決裁簿 彦根工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２４年度　リスク管理 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２５年度　リスク管理 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 一般 平成２２年度　公共料金関係 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 一般 平成２３年度　公共料金関係 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄
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2012年度 総務 総務管理 一般 平成２４年度　公共料金関係 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成２５年度　公共料金関係 彦根工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 構内管理 平成２２年度　剣道講師謝金関係 彦根工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 構内管理 平成２３年度　剣道講師謝金関係 彦根工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　剣道講師謝金関係 彦根工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　構内管理関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成２４年度　構内管理関係（仕様書等） 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成２５年度　構内管理関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成２５年度　構内管理関係（仕様書等） 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 総務 法務管理 文書管理 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 総務 法務管理 文書管理 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 集中書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 総務 法務管理 文書管理 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 総務 法務管理 文書管理 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 総務 法務管理 文書管理 平成２６年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄
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2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 固定資産関係簿 彦根工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2008年度 事業管理 管理運営 一般 平成２１年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2010年度 事業管理 管理運営 一般 平成２３年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2011年度 事業管理 管理運営 一般 平成２４年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2003年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 固定資産台帳 彦根工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　環境保全関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 管理運営 総括 平成２６年度　運営計画 彦根工場長 2015年4月1日
中期計画期間終
了後５年

2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　改善活動 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２６年度　改善提案 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 ｼｽﾃﾑ管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２６年度　実験・調査等報告書 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２６年度　工程改善関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度
事業管理 生産管理 製造管理

平成２６年度  国立印刷局細則 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造計画関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　標準書 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２６年度　資材調達関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　棚卸資産管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　製品納入関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２６年度　輸送関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務
知的財産
管理

出願 平成２６年度　特許等文書 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　資産管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械関係概算書 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械取得資料 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　機械設備等取得関係 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成２６年度　設備等仕様書 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工事設計図書作成・工事監督書類 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　工事台帳 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　小規模工事関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　積算基準関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　保守点検関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６・２７年度　契約電力 彦根工場長 2015年4月1日 31年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成２６年度　動力月報 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2009年度 事業管理 管理運営 一般 平成２２年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 事業管理 管理運営 一般 平成２５年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 事業管理 管理運営 一般 平成２６年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　機関研修 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　職員研修計画 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成２６年度　中央研修 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　監査関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係（警備） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　広報誌発行（時報関係） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成２６年度　時報 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　職員名簿 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　退職 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　印刷局表彰 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　往復文書　人事照復 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　外部表彰 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　高齢者雇用 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　採用 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　身分証明書発行簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成２６年度　発令通知原義書 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　育児休業 彦根工場長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤怠関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　勤務時間関係 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　職員の服務制度 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　専従許可 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成２６年度　旅費関係 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　会議・打合せ会関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　資産管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　規程管理簿 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿　（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 リスク管理 平成２６年度　リスク管理 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　公共料金関係 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成２６年度　被服関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　構内管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　構内管理関係（仕様書等） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成２６年度　防災関係（警備） 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 法務管理 文書管理 平成２７年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　資産管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　厚生活動実施計画 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　財務省俳句大会（旧大蔵省） 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　財務省美術展覧会（旧大蔵省） 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２６年度　渉外行事 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２６年度　宿舎貸与関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２６年度　労務処理状況 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　監査関係 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　月次決算関係 彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　合計残高試算表 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　伝票 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　日計表 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成２６年度　年次決算関係 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払に関する各種報告書 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成２６年度　支払決議書関係 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　各種報告書・帳票 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　取得関係 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 財務 財務管理 資産 平成２６年度　処分関係 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成２６年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　契約に関する各種報告書 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　工事請負契約 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　購入契約 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　賃貸借契約 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　売払契約 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成２６年度　役務請負契約 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２６年度　原価審議会・分析資料 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２６年度　原価報告書関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成２５年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（リスクアセスメント） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生関係） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　安全衛生関係（安全衛生教育・特別教育の
記録）

彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（開設承認事項関係） 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（監督署等への報告） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（機械等設置届（監督署）） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　安全衛生関係（健康管理措置（意見書・指
示書））

彦根工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（公務災害認定・災害補償） 彦根工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（災害補償報告書） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　安全衛生関係（作業環境測定・点検等の記
録）

彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２６年度　安全衛生関係（産業医・衛生管理者等の届
出（監督署））

彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２６年度　安全衛生関係（本局への報告） 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　資産管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２６年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療報酬関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療録等 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　人間ドック・健康診断関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　資産管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティUSBメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係(諸材料品質証明書等) 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティUSBメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティUSBメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係（諸材料品質証明書等） 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティUSBメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成２６年度　セキュリティUSBメモリ管理簿 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成２６年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　品質管理関係(諸材料品質証明書等) 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２６年度　製造実績関係 彦根工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　機関研修 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　職員研修計画 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成２７年度　中央研修 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　監査関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成２７年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成２７年度　広報誌発行（時報関係） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成２７年度　時報 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　職員名簿 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　退職 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　印刷局表彰 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　往復文書　人事照復 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　外部表彰 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　高齢者雇用 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　採用 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　身分証明書発行簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成２７年度　発令通知原義書 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　育児休業 彦根工場長 2016年4月1日
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤怠関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　勤務時間関係 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　職員の服務制度 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　専従許可 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成２７年度　旅費関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　会議・打合せ会関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　規程管理簿 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理
ﾘｽｸ・ｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ

リスク管理 平成２７年度　リスク管理 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 総括 平成２７年度　運営計画 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般
平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿）（運営企
画室）

彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２７年度　特定個人情報取扱関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　厚生活動実施計画 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　財務省俳句大会（旧大蔵省） 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　財務省美術展覧会（旧大蔵省） 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成２７年度　渉外行事 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成２７年度　宿舎貸与関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成２７年度　労務処理状況 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　公共料金関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成２７年度　被服関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　構内管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　構内管理関係（仕様書等） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 ｼｽﾃﾑ管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係（警備） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成２７年度　防災関係（警備） 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　環境保全関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿（運営企画室） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（リスクアセスメント） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生関係） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２７年度　安全衛生関係（安全衛生教育・特別教育の
記録）

彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（開設承認事項関係） 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（監督署等への報告） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（機械等設置届（監督署）） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２７年度　安全衛生関係（健康管理措置（意見書・指
示書））

彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（公務災害認定・災害補償） 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（災害補償報告書） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２７年度　安全衛生関係（作業環境測定・点検等の記
録）

彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成２７年度　安全衛生関係（産業医・衛生管理者等の届
出（監督署））

彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２７年度　安全衛生関係（本局への報告） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　診療報酬関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　診療録等 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成２７年度　人間ドック・健康診断関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　監査関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　月次決算関係 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　合計残高試算表 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　伝票 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　日計表 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成２７年度　年次決算関係 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成２７年度　支払決議書関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　各種報告書・帳票 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　取得関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成２７年度　処分関係 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成２７年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　契約に関する各種報告書 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　工事請負契約 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　購入契約 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　賃貸借契約 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　売払契約 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成２７年度　役務請負契約 彦根工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２７年度　原価審議会・分析資料 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２７年度　原価報告書関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　総合予算関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２７年度　総合予算関係（設備投資計画関係） 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 財務 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２７年度　実験・調査等報告書 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２７年度　工程改善関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度
事業管理 生産管理 製造管理

平成２７年度  国立印刷局細則 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造計画関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　標準書 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２７年度　資材調達関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　棚卸資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　製品納入関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２７年度　輸送関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成２７年度　特許等文書 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２７年度　改善活動 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成２７年度　改善提案 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度  国立印刷局要領 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　資産管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 研究開発 管理運営 一般 平成２７年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　定期点検・給油計画表 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　工事台帳 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　工事監督細則関係書類 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設計図書作成資料 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　官公庁等提出書類 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　保守点検関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　契約電力(26・27年度契約) 彦根工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成２７年度　動力月報 彦根工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係(諸材料品質証明書等) 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係（諸材料品質証明書等） 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成２７年度　セキュリティＵＳＢメモリ管理簿 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成２７年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　品質管理関係(諸材料品質証明書等) 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２７年度　製造実績関係 彦根工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　機関研修 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　職員研修計画 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2016年度 総務 人事給与 研修 平成２８年度　中央研修 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 監査 内部監査 一般 平成２８年度　監査資料 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　広報誌（おうみじ） 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 広報 対内広報 平成２８年度　広報誌発行（時報関係） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　退職 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　印刷局表彰 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　往復文書　人事照復 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　外部表彰 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　勤務に関する意見書 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　高齢者雇用 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　採用 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　叙位･叙勲 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　身体障害者雇用状況調査 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　身分証明書発行簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成２８年度　発令通知原義書 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　育児休業 彦根工場長 未定
育児休業が終了
した日から３年

未定 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤怠関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　勤務時間関係 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　職員の服務制度 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　専従許可 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成２８年度　旅費関係 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　会議・打合せ会関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　規程管理簿 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務
ﾘｽｸ・ｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ

リスク管理 平成２８年度　リスク管理 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　文書上申決裁簿 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理
個人情報保
護

平成２８年度　特定個人情報取扱関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　押印記録簿 彦根工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年　文書接受簿 彦根工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　押印記録簿 彦根工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２９年　文書接受簿 彦根工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務
ﾘｽｸ・ｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ

コンプライアン
ス

平成２８年度　コンプライアンス 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成２８年度　文書管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　公共料金関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 監査 内部監査 一般 平成２８年度　特定調達契約審査 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　内部統制関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成２８年度　事業継続関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 組織 平成２８年度　組織関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 要員 平成２８年度　要員関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成２８年度　厚生活動実施計画 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成２８年度　財務省俳句大会（旧大蔵省） 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成２８年度　財務省美術展覧会（旧大蔵省） 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 厚生 平成２８年度　渉外行事 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 宿舎 平成２８年度　宿舎貸与関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成２８年度　団体交渉議事録 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 労働厚生 労働 平成２８年度　労務処理状況 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　被服関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 構内管理 平成２８年度　構内管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 構内管理 平成２８年度　構内管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　構内管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　庶務関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　会議・打合せ関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係（警備） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成２８年度　防災関係（警備） 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　環境保全関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係（工場全体） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（リスクアセスメント） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生委員会） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生管理計画） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生関係） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係（安全衛生教育・特別教育の
記録）

彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（開設承認事項関係） 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（監督署等への報告） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（機械等設置届（監督署）） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係（健康管理措置（意見書・指
示書））

彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（公務災害認定・災害補償） 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係（作業環境測定・点検等の記
録）

彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成２８年度　安全衛生関係（産業医・衛生管理者等の届
出（監督署））

彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成２８年度　安全衛生関係（本局への報告） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療報酬関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　診療録等 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

医療 平成２８年度　人間ドック・健康診断関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　出納員現金出納簿 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

Page 527



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　監査関係 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　月次決算関係 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　合計残高試算表 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　伝票 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　日計表 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子情報
部門

サーバ
彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　年次決算関係 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成２８年度　支払決議書関係 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　各種報告書・帳票 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産
平成２８年度　取得及び除却関係　機械装置及び工具器
具備品等

彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　取得及び除却関係　工事 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成２８年度　帳簿・帳票 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　契約に関する各種報告書 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　工事請負契約 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　購入契約 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　賃貸借契約 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　売払契約 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　役務請負契約 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２８年度　原価審議会・分析資料 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成２８年度　原価報告書関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　予算管理 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 予算 平成２８年度　予算管理（設備投資計画関係） 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　会計検査関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　報告書関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成２８年度　総勘定元帳 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成２８年度　役員等名簿 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成２８年度　宿舎借上げ 彦根工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２８年度　実験・調査等報告書 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２８年度　工程改善関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度
事業管理 生産管理 製造管理

平成２８年度  国立印刷局細則 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造計画関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　標準書 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成２８年度　資材調達関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　棚卸資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　製品納入関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

Page 529



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２８年度　輸送関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 研究開発
知的財産
管理

出願 平成２８年度　特許等文書 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 総務 業務改善 平成２８年度　改善活動 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 総務 総務 業務改善 平成２８年度　改善提案 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度  国立印刷局要領 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　資産管理関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２８年度　物品管理関係簿 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　定期点検・給油計画表 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事台帳 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　工事監督細則関係書類 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設計図書作成資料 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　設計図、構造計算書 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　官公庁等提出書類 彦根工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　保守点検関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　契約電力(28・29年度契約) 彦根工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成２８年度　動力月報 彦根工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係(諸材料品質証明書等) 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄
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2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係（諸材料品質証明書等） 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 管理運営 一般 平成２９年　文書上申決裁簿（簡易決裁管理簿） 彦根工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成２８年度　ＩＳＯ１４００１関係 彦根工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　品質管理関係(諸材料品質証明書等) 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２８年度　製造実績関係 彦根工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 書庫 彦根工場長 廃棄

1986年度 製造 設備 管理 昭和６１年度工場施設模様替設計図 彦根工場長 1987年4月1日
要件を具備しなく
なってから２年

未定 紙 事務室 彦根工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　産業廃棄物処理委託契約書 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 経営管理 環境 環境 平成２２年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：2年

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　産業廃棄物処理委託契約書 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　特定施設設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　ＰＣＢ保管簿 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　産業廃棄物処理委託契約書 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 環境 環境 平成２４年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　産業廃棄物処理委託契約書 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　特定施設設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 環境 環境 平成25年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 経営管理 経営管理 業務運営 第２期中期運営計画 岡山工場長 2013年4月1日
中期目標期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2008年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２０年度　年度計画 岡山工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２１年度　年度計画 岡山工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2010年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２２年度　年度計画 岡山工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２３年度　年度計画 岡山工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２４年度　業務運営重点実施事項 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成２４年度　年度計画 岡山工場長 2013年4月1日
中期計画期間終
了後5年

2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成25年度　業務運営重点実施事項 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成25年度　年度計画 岡山工場長 未定
中期計画期間終
了後5年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成２４年度　総合予算関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成25年度　総合予算関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２２年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２３年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成２４年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成25年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成１８年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2007年4月1日 12年 2019年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：3年

2008年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２０年度　研究開発報告書 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２１年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2010年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２２年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：7年

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　研究開発報告書 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２３年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成２４年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成25年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成２４年度　工程改善関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成25年度　工程改善関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　製造計画関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　能率調査関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成２４年度　品質管理関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　製造計画関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　能率調査関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成25年度　品質管理関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 製造 管理 生産管理 平成１２年度実験調査資料 岡山工場長 2001年4月1日 18年 2019年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：17年

2002年度 製造 管理 生産管理 平成14年度研究報告書 岡山工場長 2003年4月1日 36年 2039年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：35年

2002年度 製造 管理 生産管理 平成14年度実験調査資料 岡山工場長 2003年4月1日 16年 2019年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：15年

2006年度 製造 管理 生産管理 平成16年度　研究報告書 岡山工場長 2007年4月1日 33年 2040年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：30年

2004年度 製造 管理 生産管理 平成16年度実験調査資料 岡山工場長 2005年4月1日 14年 2019年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：13年

2000年度 製造 管理 製造標準 標準手続 岡山工場長 2001年4月1日 38年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：37年

2000年度 製造 管理 製造標準 標準書 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2001年度 製造 計画 製造計画 諸証券類等用紙製造計画表 岡山工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 製造 調査研究 技術情報 技術資料 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2001年度 製造 調査研究 技術情報 平成13年度研究報告書 岡山工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄
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2002年度 総務 管理運営 文書管理 秘文書管理簿 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 事業管理 設備管理 設備管理 平成19年度　設備事故報告書 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 設計図書（新築） 岡山工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 製造 設備 管理 設計図書(新築) 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 製造 設備 管理 設計図書（模様替） 岡山工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 製造 設備 管理 設計図書(模様替) 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度契約電力 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 製造 設備 管理 平成16年度契約電力 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 研究開発 設備 設備管理 平成２１年度工事台帳 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 研究開発 設備 設備管理 平成２２年度工事台帳 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 研究開発 設備 設備管理 平成２３年度工事台帳 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備 設備管理 平成２４年度工事台帳 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備 設備管理 平成２４年度設備等概算書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備 設備管理 平成２４年度設備等仕様書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備 設備管理 平成２４年度保守点検関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備 設備管理 平成25年度設備等概算書 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 研究開発 設備 設備管理 平成25年度設備等仕様書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備 設備管理 平成25年度保守点検関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成25年度工事台帳 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成19年度　機械取得資料 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成19年度　設備等仕様書 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成20年度　機械取得資料 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成20年度　設備等仕様書 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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1987年度 製造 設備 管理 昭和６２年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1988年度 製造 設備 管理 昭和６３年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度設計図書（新築） 岡山工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1998年度 製造 設備 管理 平成１０年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1999年度 製造 設備 管理 平成１１年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

2000年度 製造 設備 管理 平成１２年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度設計図書(新築) 岡山工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2001年度 製造 設備 管理 平成13年度設計図書(模様替え) 岡山工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度設計図書（新築） 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度設計図書（模様替） 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度設計図書（新築） 岡山工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1990年度 製造 設備 管理 平成２年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1991年度 製造 設備 管理 平成３年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1992年度 製造 設備 管理 平成４年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書（新築） 岡山工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1993年度 製造 設備 管理 平成５年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1994年度 製造 設備 管理 平成６年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書（新築） 岡山工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1995年度 製造 設備 管理 平成７年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書（新築） 岡山工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 平成８年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度設計図書（新築） 岡山工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

1997年度 製造 設備 管理 平成９年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄
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1989年度 製造 設備 管理 平成元年度設計図書（模様替え） 岡山工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 岡山工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成19年度　工事台帳 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成20年度　工事台帳 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成２１年度工事台帳 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成２２年度工事台帳 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成２３年度工事台帳 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　各種報告書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　官公庁等提出書類 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度　設計図、構造計算書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度保守点検関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度工事台帳 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度設備等概算書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度設備等仕様書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成２４年度点検計画表 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　各種報告書 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　官公庁等提出書類 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　設計図、構造計算書 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度設備等仕様書 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度設備等概算書 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度保守点検関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度工事台帳 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1996年度 製造 設備 管理 契約電力 岡山工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 総務 総務管理 設備管理 平成１７年度　契約電力 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2006年度 総務 総務管理 設備管理 平成１８年度　契約電力 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成19年度　契約電力 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 総務 総務管理 設備管理 平成19年度　動力月報 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 総務 総務管理 設備管理 平成20年度　動力月報 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成21年度　契約電力 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 設備管理 平成21年度　動力月報 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成22年度　契約電力 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 設備管理 平成22年度　動力月報 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 設備管理 平成23年度　動力月報 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 設備管理 平成2４年度　動力月報 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 設備管理 平成25年度　動力月報 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 製造 設備 管理 平成14年度官公庁等提出書類 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１７年度　災害補償手続書 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　安全衛生関係 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１８年度　災害補償 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　安全衛生関係 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成１９年度　災害補償 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成20　安全衛生関係 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２０年度　災害補償 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　安全衛生関係 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　安全衛生関係 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２１年度　災害補償 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　安全衛生関係 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２２年度　災害補償 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　安全衛生関係 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成２３年度　災害補償 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　安全衛生関係 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成24年度　災害補償 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(安全衛生管理計画） 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(安全作業基準書） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(安全点検・衛生巡視） 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成25年度　安全衛生関係(健康管理措置（意見書・指示
書））

岡山工場長 未定 措置終了後5年 未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(事前確認） 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成25年度　安全衛生関係(総括安全衛生管理者等選任
報告（監督署））

岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(統計資料） 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成25年度　安全衛生関係(リスクアセスメント） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 人事労務
安全衛生
医療

安全衛生
平成１７年度　安全衛生関係（各種健康診断等結果の提
供同意書）

岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 管理運営 平成25年度　申請・届出（診療所開設関係） 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　人間ドック・健康診断関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 管理運営 一般 平成２２年度　予算管理関係 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 管理運営 一般 平成２３年度　予算管理関係 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成24年度　予算管理関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　予算管理関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 総務 環境安全 一般 医療事故防止対策要領 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成24年度　原価審議会・分析資料 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成24年度　原価報告書関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成25年度　原価審議会・分析資料 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成25年度　原価報告書関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 会計 管財 維持 国有財産整理簿（台帳） 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 会計 管財 保存 平成１６年度　固定資産台帳 岡山工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2003年度 会計 決算 会計検査 独立行政法人国立印刷局の計算証明について 岡山工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2003年度 会計 資材 物品管理 固定資産台帳 岡山工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 固定資産関係簿 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 財務 管理運営 一般 固定資産関係簿 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 財務 管理運営 一般 平成１７年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成19年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2007年度 財務 管理運営 一般 平成19年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成20年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2008年度 財務 管理運営 一般 平成20年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成21年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 財務 管理運営 一般 平成21年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

Page 539



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2010年度 財務 管理運営 一般 平成22年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 管理運営 一般 平成22年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成23年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 管理運営 一般 平成23年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 管理運営 一般 平成24年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 管理運営 一般 平成25年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 財務 財務管理 決算 年次決算関係 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 決算 平成１７年度　年次決算関係 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成19年度　月次決算関係 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 決算 平成19年度　年次決算関係 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成20年度　月次決算関係 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 決算 平成20年度　年次決算関係 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成21年度　月次決算関係 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 決算 平成21年度　年次決算関係 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成22年度　月次決算関係 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成22年度　合計残高試算表 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成22年度　総勘定元帳 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成22年度　伝票 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成22年度　日計表 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 決算 平成22年度　年次決算関係 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　月次決算関係 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　合計残高試算表 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　総勘定元帳 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄
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2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　伝票 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　日計表 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 決算 平成23年度　年次決算関係 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　月次決算関係 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　総勘定元帳 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　伝票 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　日計表 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 決算 平成24年度　年次決算関係 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　月次決算関係 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　総勘定元帳 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　伝票 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　日計表 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 決算 平成25年度　年次決算関係 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成22年度　支払管理関係 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 支払 平成22年度　支払決議書関係 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成23年度　支払管理関係 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 支払 平成23年度　支払決議書関係 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成24年度　支払に関する各種報告書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成24年度　支払管理関係 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 支払 平成24年度　支払決議書関係 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成25年度　支払に関する各種報告書 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成25年度　支払管理関係 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 支払 平成25年度　支払決議書関係 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2006年度 財務 財務管理 資産 処分関係 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 財務 財務管理 資産 平成１７年度　処分関係 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 財務 財務管理 資産 平成19年度　処分関係 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 財務 財務管理 資産 平成20年度　処分関係 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 財務 財務管理 資産 平成21年度　処分関係 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 資産 平成22年度　処分関係 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成24年度　取得関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 資産 平成24年度　処分関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成25年度　取得関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 資産 平成25年度　処分関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成22年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成23年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成24年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成25年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　契約整理簿 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　工事請負契約 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　購入契約 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　賃貸借契約 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　売払契約 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 調達業務 契約 平成22年度　役務請負契約 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　契約整理簿 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　工事請負契約 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄
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2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　購入契約 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　賃貸借契約 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　売払契約 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 調達業務 契約 平成23年度　役務請負契約 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　契約整理簿 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　工事請負契約 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　購入契約 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　賃貸借契約 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　売払契約 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 調達業務 契約 平成24年度　役務請負契約 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　役員等名簿 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙
事務室
金庫

岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　契約整理簿 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　工事請負契約 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　購入契約 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　賃貸借契約 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　売払契約 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 調達業務 契約 平成25年度　役務請負契約 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成24年度　厚生活動実施計画 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成25年度　厚生活動実施計画 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　就業規則 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 労働 平成24年度　労働協約 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　就業規則 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 労働 平成25年度　労働協約 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成24年度　施設利用状況 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成25年度　施設利用状況 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１７年度　就業規則 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 人事労務 労働厚生 労働 平成１８年度　就業規則 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成19年度　就業規則 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成19年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 労働厚生 労働 平成19年度　労働協約 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成20年度　就業規則 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成20年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 労働厚生 労働 平成20年度　労働協約 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成21年度　就業規則 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成21年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 労働厚生 労働 平成21年度　労働協約 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成22年度　就業規則 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成22年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 労働厚生 労働 平成22年度　労働協約 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成23年度　就業規則 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成23年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2011年度 人事労務 労働厚生 労働 平成23年度　労働協約 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 財務 財務管理 収納 平成22年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 財務 財務管理 収納 平成23年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 財務 財務管理 収納 平成24年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 財務 財務管理 収納 平成25年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 医療 医療 平成23年度　診療録等（歯科） 岡山工場長 2012年4月1日
要件を具備しなく
なってから5年

2022年3月31日 紙
歯科診察

室
岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　人間ドック・健康診断関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　診療報酬関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　診療録等 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　診療録等（歯科） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙
歯科診察

室
岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 医療 医療 平成24年度　放射線 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 診療室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　人間ドック・健康診断関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療報酬関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療録等 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　診療録等（歯科） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙
歯科診察

室
岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 医療 医療 平成25年度　放射線 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 診療室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　採用 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　採用 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　採用 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成24年度　改善提案 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成25年度　改善提案 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 経営管理 渉外 平成24年度　申請・届出 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 経営管理 渉外 平成25年度　申請・届出 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2007年度 経営管理 広報 対内広報 平成１9年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 経営管理 広報 対内広報 平成20年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 経営管理 広報 対内広報 平成21年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 経営管理 広報 対内広報 平成22年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 経営管理 広報 対内広報 平成23年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 経営管理 広報 対内広報 平成24年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 経営管理 広報 対内広報 平成25年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 人事 調査統計 名簿 岡山工場　職員名簿 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 一般 平成１０年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 一般 平成１１年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 一般 平成６年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 一般 平成７年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 一般 平成８年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 一般 平成９年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1971年度 人事 任免 任免 昭和４６年度　発令原義 岡山工場長 1972年4月1日 60年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：30年

1972年度 人事 任免 任免 昭和４７年度　発令原義 岡山工場長 1973年4月1日 60年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：30年

1987年度 人事 任免 任免 昭和６２年度　発令原義 岡山工場長 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1988年度 人事 任免 任免 昭和６３年度　発令原義 岡山工場長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 人事記録カード 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1998年度 人事 任免 任免 平成１０年度　発令原義 岡山工場長 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1999年度 人事 任免 任免 平成１１年度　発令原義 岡山工場長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 人事 任免 任免 平成１２年度　発令原義 岡山工場長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2001年度 人事 任免 任免 平成１３年度発令原議 岡山工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2002年度 人事 任免 任免 平成14年度発令原議 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2003年度 人事 任免 任免 平成１５年度　発令原議 岡山工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 人事 任免 任免 平成16年度　発令原議 岡山工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1990年度 人事 任免 任免 平成２年度　発令原義 岡山工場長 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1991年度 人事 任免 任免 平成３年度　発令原義 岡山工場長 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1992年度 人事 任免 任免 平成４年度　発令原義 岡山工場長 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1993年度 人事 任免 任免 平成５年度　発令原義 岡山工場長 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1994年度 人事 任免 任免 平成６年度　発令原義 岡山工場長 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1995年度 人事 任免 任免 平成７年度　発令原義 岡山工場長 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1996年度 人事 任免 任免 平成８年度　発令原義 岡山工場長 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1997年度 人事 任免 任免 平成９年度　発令原義 岡山工場長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1989年度 人事 任免 任免 平成元年度　発令原義 岡山工場長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2001年度 人事 服務 服務 平成１３年度職員の服務 岡山工場長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 人事 服務 服務 平成14年度職員の服務 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成24年度　出張計画書・復命書 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 管理運営 一般 平成24年度　超過勤務等命令簿 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　出張計画書・復命書 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 管理運営 一般 平成25年度　超過勤務等命令簿 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成26年　給与総括表 岡山工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　機関研修 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　職員研修計画 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 研修 平成24年度　中央研修 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　機関研修 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　職員研修計画 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 研修 平成25年度　中央研修 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 人事 平成１７年度　発令通知原議書 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 人事 平成１８年度　発令通知原義書 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１9年度　印刷局表彰 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１9年度　外部表彰 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 人事 平成１9年度　発令通知原義書 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成20年度　印刷局表彰 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成20年度　外部表彰 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 人事 平成20年度　発令通知原義書 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成21年度　印刷局表彰 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成21年度　外部表彰 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 人事 平成21年度　発令通知原義書 岡山工場長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成22年度　印刷局表彰 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成22年度　外部表彰 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 人事 平成22年度　発令通知原義書 岡山工場長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　印刷局表彰 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　外部表彰 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 人事 平成23年度　発令通知原義書 岡山工場長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　印刷局表彰 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　往復文書　人事照復 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　外部表彰 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　身分証明書発行簿 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　退職 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 人事 平成24年度　発令通知原義書 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　印刷局表彰 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　往復文書　人事照復 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　外部表彰 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　身分証明書発行簿 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　退職 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 人事 平成25年度　発令通知原義書 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　育児休業 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　職員の服務制度 岡山工場長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　育児休業 岡山工場長 2015年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　職員の服務制度 岡山工場長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 人事労務 人事給与 服務 平成１７年度　職員の服務制度 岡山工場長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 人事労務 人事給与 服務 平成１８年度　職員の服務制度 岡山工場長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１9年度　休暇 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１9年度　勤務時間関係 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１9年度　職員の服務制度 岡山工場長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１9年度　専従許可 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 人事労務 人事給与 服務 平成１9年度　旅費関係 岡山工場長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成20年度　休暇 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成20年度　勤務時間関係 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成20年度　職員の服務制度 岡山工場長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成20年度　専従許可 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2008年度 人事労務 人事給与 服務 平成20年度　旅費関係 岡山工場長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成21年度　休暇 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成21年度　勤務時間関係 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成21年度　専従許可 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成21年度　旅費関係 岡山工場長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 人事労務 人事給与 服務 平成22年　休暇 岡山工場長 2011年1月1日 10年 2020年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成22年度　勤務時間関係 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成22年度　専従許可 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成22年度　旅費関係 岡山工場長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年　休暇 岡山工場長 2012年1月1日 10年 2021年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　勤務時間関係 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　専従許可 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成23年度　旅費関係 岡山工場長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年　休暇 岡山工場長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　勤怠関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　勤務時間関係 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　公務員倫理 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　専従許可 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　服務関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成24年度　旅費関係 岡山工場長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年　休暇 岡山工場長 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　勤怠関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　勤務時間関係 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　公務員倫理 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　専従許可 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　服務関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成25年度　旅費関係 岡山工場長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年　休暇 岡山工場長 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成22年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2011年4月1日 7年 2018年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成23年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成24年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成25年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 情報管理 システム管理 平成24年度　システム管理関係 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 情報管理 システム管理 平成25年度　システム管理関係 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1965年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４０年度建設物・機械等設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1973年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和４８年度建設物・機械等設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1981年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和５６年度建設物・機械等設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1985年度 総務 環境安全 安全衛生 昭和６０年度建設物・機械等設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1998年度 総務 環境安全 安全衛生 平成１０年度建設物・機械等設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1994年度 総務 環境安全 安全衛生 平成６年度建設物・機械等設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成17年　規程管理簿 岡山工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 一般 平成17年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　規程管理簿 岡山工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2005年度 総務 管理運営 一般 平成１８年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１9年　規程管理簿 岡山工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2006年度 総務 管理運営 一般 平成１9年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2007年度 総務 管理運営 一般 平成20年　規程管理簿 岡山工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2007年度 総務 管理運営 一般 平成20年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成21年　規程管理簿 岡山工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2008年度 総務 管理運営 一般 平成21年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成22年　規程管理簿 岡山工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 管理運営 一般 平成22年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成23年　規程管理簿 岡山工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 管理運営 一般 平成23年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成24年　規程管理簿 岡山工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 管理運営 一般 平成24年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成25年　規程管理簿 岡山工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 管理運営 一般 平成25年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成26年　規程管理簿 岡山工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 管理運営 一般 平成26年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年　文書上申決裁簿 岡山工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1997年度 総務 管理運営 文書管理 平成１０年文書上申決裁簿 岡山工場長 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1998年度 総務 管理運営 文書管理 平成１１年文書上申決裁簿 岡山工場長 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1999年度 総務 管理運営 文書管理 平成１２年文書上申決裁簿 岡山工場長 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2000年度 総務 管理運営 文書管理 平成１３年文書上申決裁簿 岡山工場長 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成14年度秘文書管理簿 岡山工場長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2001年度 総務 管理運営 文書管理 平成１４年文書上申簿 岡山工場長 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申決裁簿　人事 岡山工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年　文書上申簿 岡山工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１５年度　秘文書管理簿 岡山工場長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2002年度 総務 管理運営 文書管理 平成15年文書上申簿 岡山工場長 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2003年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年　文書上申簿 岡山工場長 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2004年度 総務 管理運営 文書管理 平成１６年度　秘文書管理簿 岡山工場長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年　文書上申決裁簿 岡山工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1995年度 総務 管理運営 文書管理 平成８年文書上申決裁簿 岡山工場長 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年　文書上申決裁簿 岡山工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

1996年度 総務 管理運営 文書管理 平成９年文書上申決裁簿 岡山工場長 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 集中書庫 岡山工場長 廃棄

2001年度 総務 渉外 官公庁等 平成１３年度届出 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから１年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 リスク管理 平成24年度　リスク管理 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 リスク管理 平成25年度　リスク管理 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 一般 平成24年度　公共料金関係 岡山工場長 2013年4月1日 7年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 一般 平成25年度　公共料金関係 岡山工場長 2014年4月1日 7年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 構内管理 平成21年度　構内管理関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2009年度 総務 総務管理 構内管理 平成21年度　防災関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 構内管理 平成22年度　構内管理関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2010年度 総務 総務管理 構内管理 平成22年度　防災関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 構内管理 平成23年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2011年度 総務 総務管理 構内管理 平成23年度　防災関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成24年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 総務 総務管理 構内管理 平成24年度　防災関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成25年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成25年度　防災関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2012年度 評価監査 内部監査 総括 平成24年度　内部監査調書 岡山工場長 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 評価監査 内部監査 総括 平成25年度　内部監査調書 岡山工場長 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　ＩＳＯ１４００１関係 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　ＰＣＢ保管簿 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　産業廃棄物処理委託契約書 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　特定施設設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 環境 環境 平成26年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成26年度　業務運営重点実施事項 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成26年度　年度計画 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成26年度　総合予算関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成26年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成26年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成26年度　工程改善関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　製造計画関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　能率調査関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成26年度　品質管理関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成26年度　資材調達関係 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備 設備管理 平成26年度設備等概算書 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備 設備管理 平成26年度設備等仕様書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2014年度 研究開発 設備 設備管理 平成26年度保守点検関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成26年度工事台帳 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 設備管理 設備管理 平成26年度点検計画表 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　各種報告書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　官公庁等提出書類 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　設計図、構造計算書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度設備等仕様書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度設備等概算書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度保守点検関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度工事台帳 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 設備管理 平成26年度　動力月報 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(安全衛生委員会） 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(安全衛生管理計画） 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成26年度　安全衛生関係(安全衛生教育・特別教育の
記録）

岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(安全作業基準書） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(安全点検・衛生巡視） 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成26年度　安全衛生関係(健康管理措置（意見書・指示
書））

岡山工場長 未定 措置終了後5年 未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(週間行事計画） 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(性能検査） 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成26年度　安全衛生関係(総括安全衛生管理者等選任
報告（監督署））

岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成26年度　安全衛生関係(統計資料） 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　予算管理関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成26年度　原価審議会・分析資料 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成26年度　原価報告書関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 管理運営 一般 平成26年度　固定資産関係簿 岡山工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　月次決算関係 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　総勘定元帳 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　伝票 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　日計表 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 決算 平成26年度　年次決算関係 岡山工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成26年度　支払に関する各種報告書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成26年度　支払管理関係 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 支払 平成26年度　支払決議書関係 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成26年度　取得関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 資産 平成26年度　処分関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成26年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　役員等名簿 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙
事務室
金庫

岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　契約整理簿 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　工事請負契約 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　購入契約 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　賃貸借契約 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　売払契約 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 調達業務 契約 平成26年度　役務請負契約 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成26年度　厚生活動実施計画 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成26年度　宿舎貸与関係 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　就業規則 岡山工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 労働 平成26年度　労働協約 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成26年度　施設利用状況 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 財務 財務管理 収納 平成26年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　人間ドック・健康診断関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療報酬関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療録等 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　診療録等（歯科） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙
歯科診察

室
岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 医療 医療 平成26年度　放射線 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 診療室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　採用 岡山工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成26年度　改善提案 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 経営管理 渉外 平成26年度　申請・届出 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 経営管理 広報 対内広報 平成26年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　出張計画書・復命書、旅費請求書 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 管理運営 一般 平成26年度　超過勤務等命令簿 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成27年　給与総括表 岡山工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　機関研修 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　職員研修計画 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 研修 平成26年度　中央研修 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　印刷局表彰 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　往復文書　人事照復 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　外部表彰 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　身分証明書発行簿 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　退職 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 人事 平成26年度　発令通知原義書 岡山工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　育児休業 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　職員の服務制度 岡山工場長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　勤怠関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　勤務時間関係 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　公務員倫理 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　専従許可 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　服務関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成26年度　旅費関係 岡山工場長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年　休暇 岡山工場長 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成26年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 情報管理 システム管理 平成26年度　システム管理関係 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成27年　規程管理簿 岡山工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 管理運営 一般 平成27年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 リスク管理 平成26年度　リスク管理 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成26年度　公共料金関係 岡山工場長 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 一般 平成26年度　被服関係 岡山工場長 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 総務 総務管理 構内管理 平成26年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 総務 総務管理 構内管理 平成26年度　防災関係 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

Page 558



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2014年度 評価監査 内部監査 総括 平成26年度　内部監査調書 岡山工場長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成27年　給与支払報告関係 岡山工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2014年度 人事労務 人事給与 給与 平成27年　証明書交付願 岡山工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成26年　給与支払報告関係 岡山工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2013年度 人事労務 人事給与 給与 平成26年　証明書交付願 岡山工場長 2015年1月1日 3年 2017年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　ＩＳＯ１４００１関係 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　ＰＣＢ保管簿 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　産業廃棄物処理委託契約書 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　特定施設設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 環境 環境 平成27年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成27年度　業務運営重点実施事項 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 経営管理 業務運営 平成27年度　年度計画 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成27年度　総合予算関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成27年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成27年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成27年度　工程改善関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　製造計画関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　能率調査関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成27年度　品質管理関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成27年度　資材調達関係 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度設備等概算書 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度設備等仕様書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度保守点検関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 研究開発 設備管理 設備管理 平成27年度工事台帳 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度点検計画表 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度　各種報告書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度　官公庁等提出書類 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度　設計図、構造計算書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度設備等概算書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度設備等仕様書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度保守点検関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度工事台帳 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 設備管理 平成27年度　動力月報 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(安全衛生委員会） 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(安全衛生管理計画） 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成27年度　安全衛生関係(安全衛生教育・特別教育の
記録）

岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(安全作業基準書） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(衛生巡視） 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成27年度　安全衛生関係(健康管理措置（意見書・指示
書））

岡山工場長 未定 措置終了後5年 未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(週間行事計画） 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(性能検査） 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生
平成27年度　安全衛生関係(総括安全衛生管理者等選任
報告（監督署））

岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 安全衛生 安全衛生 平成27年度　安全衛生関係(統計資料） 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年度　予算管理関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成27年度　原価審議会・分析資料 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成27年度　原価報告書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　月次決算関係 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　総勘定元帳 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　伝票 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　日計表 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 決算 平成27年度　年次決算関係 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成27年度　現預金残高報告書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成27年度　承認依頼書 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成27年度　支払決議書関係 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 資産 平成27年度　固定資産取得関係 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成27年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　役員等名簿 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙
事務室
金庫

岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　契約整理簿 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　工事請負契約 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　購入契約 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　賃貸借契約 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　売払契約 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 調達業務 契約 平成27年度　役務請負契約 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成27年度　厚生活動実施計画 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成27年度　宿舎貸与関係 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　就業規則 岡山工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 労働 平成27年度　労働協約 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成27年度　施設利用状況 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 収納 平成27年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　人間ドック・健康診断関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　診療報酬関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　診療録等 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　診療録等（歯科） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙
歯科診察

室
岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 医療 医療 平成27年度　放射線 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 診療室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　採用 岡山工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成27年度　改善提案 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 経営管理 広報 対内広報 平成27年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年度　出張計画書・復命書、旅費請求書 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 管理運営 一般 平成27年度　超過勤務等命令簿 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成28年　給与総括表 岡山工場長 2016年1月1日 3年 2018年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成27年度　機関研修 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成27年度　職員研修計画 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 研修 平成27年度　中央研修 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　印刷局表彰 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　往復文書　人事照復 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　外部表彰 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　身分証明書発行簿 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　退職 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 人事 平成27年度　発令通知原義書 岡山工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　育児休業 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　職員の服務制度 岡山工場長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　勤怠関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　勤務時間関係 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　公務員倫理 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　専従許可 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　服務関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成27年度　旅費関係 岡山工場長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年　休暇 岡山工場長 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成27年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 情報管理 システム管理 平成27年度　システム管理関係 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　規程管理簿 岡山工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 管理運営 一般 平成28年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 リスク管理 平成27年度　リスク管理 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成27年度　公共料金関係 岡山工場長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 一般 平成28年度　被服関係 岡山工場長 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成27年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成28年　押印記録簿 岡山工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 文書管理 平成28年　文書接受簿 岡山工場長 2017年1月1日 1年 2017年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 評価監査 内部監査 総括 平成27年度　内部監査調書 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成28年　給与支払報告関係 岡山工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 人事労務 人事給与 給与 平成28年　証明書交付願 岡山工場長 2017年1月1日 3年 2019年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 総務管理 構内管理 平成27年度　防災関係 岡山工場長 2016年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 財務 財務管理 支払 平成27年度　仕入先残高要約レポート 岡山工場長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　ＩＳＯ１４００１関係 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　ＰＣＢ保管簿 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　汚染負荷量賦課金 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　産業廃棄物マニフェスト 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　特定施設設置届 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

環境 平成28年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成28年度　年度計画 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 経営管理 総合予算 総合予算 平成28年度　総合予算関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 物流管理 平成28年度　棚卸資産管理関係 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 研究開発
研究開発
管理

研究開発企
画

平成28年度　実験・調査等報告書 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 生産技術 平成28年度　工程改善関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　製造計画関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　能率調査関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 製造管理 平成28年度　品質管理関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 調達管理 平成28年度　資材調達関係 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度点検計画表 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　各種報告書 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　官公庁等提出書類 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　設計図、構造計算書 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度設備等概算書 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度設備等仕様書 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度保守点検関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度工事台帳 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 設備管理 設備管理 平成28年度　動力月報 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(安全衛生委員会） 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(安全衛生管理計画） 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成28年度　安全衛生関係(安全衛生教育・特別教育の
記録）

岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(安全作業基準書） 岡山工場長 未定
要件を具備しなく
なってから5年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(衛生巡視） 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成28年度　安全衛生関係(健康管理措置（意見書・指示
書））

岡山工場長 未定 措置終了後5年 未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(作業環境測定） 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(週間行事計画） 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(性能検査） 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生
平成28年度　安全衛生関係(総括安全衛生管理者等選任
報告（監督署））

岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　安全衛生関係(統計資料） 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　予算管理関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成28年度　原価審議会・分析資料 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 事業管理 生産管理 原価管理 平成28年度　原価報告書 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　月次決算関係 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　総勘定元帳 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　伝票 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

Page 565



国立印刷局法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 小分類
保存場所

保存期間満
了時の措置

管理者
保存期間
満了日

媒体の
種別

平成29（2017）年4月1日現在

分　　　類
作成・取得

年度等
法人文書ファイル名 作成・取得者 備考起算日 保存期間（年）

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　日計表 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 CD‐R 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 決算 平成28年度　年次決算関係 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成28年度　現預金残高報告書 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成28年度　承認依頼書 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成28年度　支払決議書関係 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 資産 平成28年度　固定資産取得関係 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成28年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　役員等名簿 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙
事務室
金庫

岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　契約整理簿 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 DVD 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　工事請負契約 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　購入契約 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　製造・修理等請負契約 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　賃貸借契約 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　売払契約 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 契約 契約 平成28年度　役務請負契約 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成28年度　厚生活動実施計画 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 宿舎 平成28年度　宿舎貸与関係 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　就業規則 岡山工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　団体交渉議事録 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 労働 平成28年度　労働協約 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 労働厚生 厚生 平成28年度　施設利用状況 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 収納 平成28年度　帳簿・帳票 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成28年度　人間ドック・健康診断関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 物療室 岡山工場長 廃棄
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2016年度 人事労務 医療 医療 平成28年度　診療報酬関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成28年度　診療録等 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
医科診察

室
岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成28年度　診療録等（歯科） 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
歯科診察

室
岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 医療 医療 平成28年度　放射線 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　採用 岡山工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 経営管理 業務改善 業務改善 平成28年度　改善提案 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 経営管理 広報 対内広報 平成28年度　広報誌（岡山工場） 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成28年度　出張計画書・復命書、旅費請求書 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 管理運営 一般 平成28年度　超過勤務等命令簿 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 給与 平成29年　給与総括表 岡山工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成28年度　機関研修 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成28年度　職員研修計画 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 研修 平成28年度　中央研修 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　印刷局表彰 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　往復文書　人事照復 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　外部表彰 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　身分証明書発行簿 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　退職 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 人事 平成28年度　発令通知原義書 岡山工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年度　職員の服務制度 岡山工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年度　勤怠関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年度　勤務時間関係 岡山工場長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年度　公務員倫理 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年度　服務関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成28年度　旅費関係 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 服務 平成29年　休暇 岡山工場長 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 情報管理 システム管理 平成28年度　システム管理関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　規程管理簿 岡山工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 管理運営 一般 平成29年　文書上申決裁簿 岡山工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　公共料金関係 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　被服関係 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成28年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成29年　押印記録簿 岡山工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 文書管理 平成29年　文書接受簿 岡山工場長 2018年1月1日 1年 2018年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 給与 平成29年　給与支払報告関係 岡山工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 人事労務 人事給与 給与 平成29年　証明書交付願 岡山工場長 2018年1月1日 3年 2020年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 構内管理 平成28年度　防災関係 岡山工場長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 財務 財務管理 支払 平成28年度　仕入先残高要約レポート 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 経営企画 経営企画 業務運営 平成28年度　各課取組事項 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

リスク管理 平成28年度　リスク関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務
リスク・コンプ
ライアンス

コンプライアン
ス

平成28年度　コンプライアンス関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 監査 内部監査 総括 平成28年度　監査関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成28年度　内部統制推進委員会 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 運営管理 総括 平成28年度　事業継続（ＢＣＰ）関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 組織・要員 組織 平成28年度　組織関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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2016年度 総務 組織・要員 組織 平成28年度　人員関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理
環境安全
総括

安全衛生 平成28年度　災害補償 岡山工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 管理運営 一般 平成28年度　現金等価物台帳 岡山工場長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 事務総括 一般 平成28年度　自動車関係 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成28年度　兼業許可 岡山工場長 未定
兼業が終了した日
から3年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 服務 平成28年度　勤怠関係 岡山工場長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成28年度　構内管理関係（警備） 岡山工場長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 総務管理 構内管理 平成28年度　防災関係 岡山工場長 2017年4月1日
要件を具備しなく
なってから３年

未定 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成29年　特定個人情報ファイル簿 岡山工場長 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成29年　特定個人情報取扱関係 岡山工場長 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 総務 人事給与 人事 平成28年度　勤務に関する意見書 岡山工場長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成28年　特定個人情報ファイル簿 岡山工場長 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2015年度 総務 法務管理 個人情報保護 平成28年　特定個人情報取扱関係 岡山工場長 2017年1月1日 5年 2021年12月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄

2016年度 管理 医療 医療 平成28年度　ストレスチェック 岡山工場長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 物療室 岡山工場長 廃棄

2011年度 経営管理 環境 環境 平成２３年度　排出物等の測定計画・結果 岡山工場長 2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 事務室 岡山工場長 廃棄
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