
第10条(第57条関係）

鳥取県立鳥取西高等学校　簿　冊　管　理　簿

大分類 小分類

総括 総括 例規　庶務　Ｈ２２～Ｈ２５ 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室

総括 総括 例規　庶務 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成17年4月1日 紙 事務室

総括 総括 学校保健統計(文部科学省指定） 10 廃棄 平成16年4月1日 紙 保健室

総括 総括 学校沿革誌 常用 － － 紙 図書室

総括 総括 学校要覧 常用 － 昭和36年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２６学校日誌（前期） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２６学校日誌（後期） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

総括 総括
行政手続法及び鳥取県行政手続条例に基づく審
査基準等

5 廃棄 平成22年11月9日 紙 事務室

総括 総括 一定の職にある者からの提言等に関する報告 5 廃棄 平成18年9月1日 紙 事務室

総括 総括 平成２４年度受文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成２４年度発文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

総括 総括 報告文書、各種文書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２５報告文書、各種文書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２６報告文書、提出文書、各種文書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 総括 統計調査 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 統計調査 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 統計調査 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 統計調査 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 調査統計 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 調査統計 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２５調査統計 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２６調査統計 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 総括 毎月勤労統計調査 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 毎月勤労統計調査 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

総括 総括 産業廃棄物管理票（マニフェスト）綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２５産業廃棄物管理票（マニフェスト）綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２６産業廃棄物管理票（マニフェスト）綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 組織 事務長会 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２５事務長会 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２６事務長会 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２６校長会 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 校長室

総括 組織 Ｈ２５校長会 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 校長室

総括 組織 Ｈ２４校長会 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 校長室

総括 組織 県費外会計関係 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２５県費外会計関係 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２６県費外会計関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 組織 海外研修旅行（コンペ） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 組織 ㈶鳥取県高等学校教育振興会助成金関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

総括 組織 総務　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２５総務　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２６総務　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

総括 組織 所蔵資料関係 30 平成24年4月1日 平成54年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 職員室

総括 組織 所蔵資料関係 30 平成26年4月1日 平成56年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２６所蔵資料関係 30 平成27年4月1日 平成57年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

総括 組織 総務部文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２５総務部文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２６総務部文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

総括 組織 事務職員研修・事務職員協会等関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 組織 事務職員研修・事務職員協会等関係綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 組織 事務職員研修・事務職員協会等関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 文書 特殊郵便物受付簿 5 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

総括 文書 文書管理規程他文書管理事務関係 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成12年1月25日 紙 事務室

総括 文書 事務引継書 10 廃棄 平成10年4月1日 紙 事務室

総括 文書 個人情報取扱事務登録簿 常用 － 平成11年10月1日 紙 事務室

総括 文書 入学者選抜に係る個人情報開示関係 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成17年10月1日 紙 事務室

総括 文書 Ｈ２５起　入学者選抜に係る個人情報開示関係 5 廃棄 平成26年3月1日 紙 事務室

総括 文書 保存文書廃棄関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成17年10月1日 紙 事務室

総括 文書 文書処理簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 文書 Ｈ２５文書処理簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 文書 Ｈ２６文書処理簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

総括 表彰 叙位・叙勲 30 廃棄 平成8年4月1日 紙 事務室

総括 表彰 表彰関係綴 30 廃棄 平成10年4月1日 紙 事務室

総括 監査・検査
〔平成19年度実施〕定期監査、行政監査、会計
検査他

10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

総括 監査・検査
〔平成20年度実施〕定期監査、行政監査、会計
検査他

10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

総括 監査・検査 定期監査、行政監査、会計検査他 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫
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総括 監査・検査 定期監査、行政監査、会計検査他 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

総括 監査・検査 定期監査、行政監査、会計検査他 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

総括 監査・検査 定期監査、行政監査、会計検査他 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

総括 監査・検査 Ｈ２５定期監査、行政監査、会計検査他 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

総括 監査・検査 Ｈ２６定期監査、行政監査、会計検査他 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

人事給与 総括 例規　給与 10 廃棄 平成12年4月1日 紙 事務室
人事給与 総括 例規　旅費 10 廃棄 平成12年4月1日 紙 事務室
人事給与 総括 例規　児童手当 10 廃棄 平成16年4月1日 紙 事務室
人事給与 総括 公務災害認定請求 10 廃棄 平成17年5月2日 紙 事務室
人事給与 人事 物品保管主任　任命関係 10 廃棄 平成15年4月1日 紙 事務室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 －
昭和52年～
昭和56年

紙 校長室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 －
昭和57年～
昭和60年

紙 校長室

人事給与 人事 履歴書　鳥取西高等学校 常用 －
昭和39年～
昭和52年

紙 校長室

人事給与 人事 履歴書　鳥取西高等学校 常用 －
昭和30年～
昭和37年

紙 校長室

人事給与 人事
履歴書　県立高等女学校　鳥取西高等学校
（二中・市立高女）

常用 －
昭和19年～
昭和29年

紙 校長室

人事給与 人事 辞令書留簿 常用 －
昭和26年～
昭和38年

紙 校長室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 －
昭和59年4月～
平成2年3月

紙 校長室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 －
平成2年4月～
平成8年3月

紙 校長室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 －
平成8年4月～
平成12年3月

紙 校長室

人事給与 人事 転退職者等履歴書 常用 －
平成11年～
平成16年

紙 校長室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 －
平成12年4月～
平成19年3月

紙 校長室

人事給与 人事 旧職員履歴書 常用 － 平成17年～ 紙 校長室
人事給与 人事 職員履歴書 常用 － － 紙 事務室
人事給与 人事 教職員名簿 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成4年4月1日 紙 事務室
人事給与 人事 人事・服務関係綴 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫
人事給与 人事 人事・服務関係綴 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫
人事給与 人事 人事・服務関係綴 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫
人事給与 人事 人事・服務関係綴 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫
人事給与 人事 人事・服務関係綴 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫
人事給与 人事 人事・服務関係綴 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 人事 Ｈ２５人事・服務関係綴 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 人事 Ｈ２６人事・服務関係綴 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 旧姓使用職員台帳 10 廃棄 平成16年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 宣誓書綴 10 廃棄 平成10年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 勤務評定報告書 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 校長室
人事給与 服務 自家用自動車公務使用許可書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年1月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２５自家用車登録申請書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２６自家用車登録申請書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 出勤簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年1月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２５出勤簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年1月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２６出勤簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年1月1日 紙 事務室
人事給与 服務 休暇簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２５休暇簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２６休暇簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 県外出張復命綴 5 平成24年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫
人事給与 服務 教育連絡指導業務実績簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２５教育連絡指導業務実績簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２６教育連絡指導業務実績簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 特殊勤務実績簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２５特殊勤務実績簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２６特殊勤務実績簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更管
理薄

5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務 Ｈ２６部分休業取消承認簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務
Ｈ２６非常勤講師勤務実績簿・非常勤職員勤務
割振簿

5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 給与諸手当内訳書・資金前渡精算書（給与用） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
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人事給与 給与
Ｈ２５給与諸手当内訳書・資金前渡精算書（給
与用）

5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与
Ｈ２６給与諸手当内訳書・資金前渡精算書（給
与用）

5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 扶養親族届 常用 － － 紙 事務室
人事給与 給与 通勤認定簿 常用 － － 紙 事務室
人事給与 給与 扶養親族届　職員申請システム入力分 1 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 運転免許確認簿・通勤方法確認簿 5 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 住居手当・住居手当認定簿 常用 － － 紙 事務室
人事給与 給与 扶養親族・住居手当現況届 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２６扶養手当に関する事後確認 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 児童手当関係（受給者台帳・通知書） 常用 － 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 児童手当現況届 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２５児童手当現況届 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２６児童手当現況届 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 給与振込口座管理台帳 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２５給与振込口座管理台帳 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２６給与振込口座管理台帳 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 給与口座登録（変更）申出書 5 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 旅費関係 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２５旅費関係 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２６旅費関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 貸切バス料金に関する証明書 5 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 年末調整 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２５年末調整 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２６年末調整 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 報酬・賃金台帳 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 Ｈ２５報酬・賃金台帳 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 Ｈ２６報酬・賃金台帳 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 社会保険関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 労働保険 5 廃棄 － 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 雇用保険関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 例規　共済 10 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 例規　共済 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成8年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 共済・互助会綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 Ｈ２５共済・互助会 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 Ｈ２６共済・互助会 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 教職員健康診断票 10 廃棄 － 紙 事務室
福利厚生 健康管理 職員健康管理審査会 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 － 紙 事務室
福利厚生 健康管理 職員健康管理審査会 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 Ｈ２５職員健康管理審査会 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 Ｈ２６職員健康管理審査会 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 労働基準及び労働安全衛生関係 10 廃棄 平成17年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 公務災害・労災関係 5 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 教職員健康診断、胃ガン集団検診結果 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 教職員健康診断、胃ガン集団検診結果 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 教職員健康診断、胃ガン集団検診結果 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 Ｈ２５教職員健康診断、胃ガン集団検診結果 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 Ｈ２６教職員健康診断、胃ガン集団検診結果 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
福利厚生 健康管理 衛生委員会 5 廃棄 平成23年4月1日 紙 職員室
福利厚生 共済組合 公立学校共済組合員名簿 常用 － － 紙 事務室

財務 総括 例規　会計関係 10 廃棄 平成21年4月1日 紙 事務室

財務 総括 例規　会計関係 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成17年4月1日 紙 事務室

財務 総括 例規　授業料等 10 廃棄 平成21年4月1日 紙 事務室

財務 総括 出納員等台帳 10 廃棄 昭和58年4月1日 紙 事務室

財務 総括 出納員管理口座受払簿 10 廃棄 平成22年11月8日 紙 事務室

財務 総括 金銭出納簿 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成3年4月1日 紙 事務室

財務 総括 用品交付請求関係綴 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 総括 Ｈ２６歳入歳出外現金 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 総括 歳入歳出外現金整理票 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 総括 会計関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２５会計関係綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２６会計関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 予算 平成24年度予算関係文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成23年7月22日 紙 書類倉庫

財務 予算 平成25年度予算関係文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 予算 平成26年度予算関係文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 予算
裁量予算関係（需用費、役務費、使用料及び賃
借料）綴

5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 予算
Ｈ２５裁量予算関係（需用費、役務費、使用料
及び賃借料）綴

5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 予算 予算令達書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 予算 Ｈ２５予算令達書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 予算 Ｈ２６予算令達書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 公衆電話料金受払簿 10 廃棄 － 紙 事務室

財務 収入 授業料等納付届出書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
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財務 収入 Ｈ２５授業料等納付届出書・入力通知書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６授業料等納付届出書・入力通知書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 授業料等納付入力通知書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６授業料関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 学校徴収金 5 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 収入 収入(教育環境課)関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２５収入(教育環境課)関係綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６収入(教育環境課)関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 証紙徴収整理簿 10 廃棄 平成9年4月1日 紙 事務室

財務 収入 証明書交付申請書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２５証明書交付申請書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６証明書交付申請書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 歳入表 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 歳入表 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 歳入表 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 歳入表 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 歳入表 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 歳入表 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２５歳入表 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６歳入表 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 収入証拠書類 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２５収入証拠書類 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６収入証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 収入(教育環境課)関係綴 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 収入(教育環境課)関係綴 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 収入(教育環境課)関係綴 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 収入 Ｈ２６～現金出納簿 5 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 収入 Ｈ２６～口座振替収納領収済明細表 5 廃棄 平成26年5月28日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２６支出負担行為書綴
〔教育連絡調整費〕

10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２６支出負担行為書　物品修繕（改造）請求
書　教育財産管理費

10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２６支出負担行為書綴
〔教育振興費、高等学校総務費　等〕

10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２６契約・交付伺書綴
〔教育連絡調整費　等〕

10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２６契約・交付伺書綴
〔備品購入費〕

10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５支出負担行為書綴
〔工事関係〕

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成26年3月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５支出負担行為書綴
〔教育連絡調整費〕

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５支出負担行為書綴
〔教育財産管理費〕

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５支出負担行為書綴
〔教育振興費、高等学校総務費　等〕

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５契約・交付伺書綴
〔備品購入費〕

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５契約・交付伺書綴
〔教育連絡調整費　等〕

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出
支出負担行為書綴
〔教育連絡調整費〕

10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出
支出負担行為書綴
〔教育財産管理費〕

10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出
支出負担行為書綴
〔教育振興費、高等学校総務費　等〕

10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出
物品購入伺書綴
〔教育連絡調整費　等〕

10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出
物品購入伺書綴
〔備品購入費〕

10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出
支出負担行為書綴
〔教育連絡調整費〕

10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
支出負担行為書綴
〔教育財産管理費〕

10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
支出負担行為書綴
〔教育振興費、高等学校総務費　等〕

10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
物品購入伺書綴
〔教育連絡調整費　等〕

10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
物品購入伺書綴
〔備品購入費〕

10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育連絡調整費） 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫
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財務 支出 支出負担行為書綴（教育財産管理費） 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
支出負担行為書綴（高等学校管理費、教育振興
費等）

10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（教育連絡調整費） 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（備品購入費） 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育連絡調整費） 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育財産管理費） 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
支出負担行為書綴（高等学校管理費、教育振興
費等）

10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（教育連絡調整費） 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（備品購入費） 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育連絡調整費） 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育財産管理費） 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
支出負担行為書綴（高等学校管理費、教育振興
費等）

10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（教育連絡調整費） 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（備品購入費） 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（独自事業等） 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育連絡調整費） 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 支出負担行為書綴（教育財産管理費） 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出
支出負担行為書綴（高等学校管理費、教育振興
費等）

10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（教育連絡調整費） 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（備品購入費） 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 契約・交付伺綴（独自事業等） 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 Ｈ２５　新聞・定期刊行物関係 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６　新聞・定期刊行物関係 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５用品関係 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６用品関係 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５単価契約関係 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６単価契約関係 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出 前渡資金等受払簿 10 廃棄 平成20年4月1日 紙 事務室

財務 支出 タクシー利用簿 10 廃棄 平成11年4月1日 紙 事務室

財務 支出 同意書(日本スポーツ振興センター) 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成22年4月7日 紙 書類倉庫

財務 支出 同意書(日本スポーツ振興センター) 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成23年4月7日 紙 書類倉庫

財務 支出 同意書(日本スポーツ振興センター) 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５同意書(日本スポーツ振興センター) 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６同意書(日本スポーツ振興センター) 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成26年4月7日 紙 事務室

財務 支出 委任状(日本スポーツ振興センター) 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成22年4月7日 紙 書類倉庫

財務 支出 委任状(日本スポーツ振興センター) 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成23年4月7日 紙 書類倉庫

財務 支出 委任状(日本スポーツ振興センター) 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５委任状(日本スポーツ振興センター) 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６委任状(日本スポーツ振興センター) 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成26年4月7日 紙 事務室

財務 支出 口座振込依頼書(日本スポーツ振興センター) 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成22年4月7日 紙 書類倉庫

財務 支出 口座振込依頼書(日本スポーツ振興センター) 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成23年4月7日 紙 書類倉庫

財務 支出 口座振込依頼書(日本スポーツ振興センター) 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２５入学生口座振込依頼書(日本スポーツ振興
センター)

5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 事務室

財務 支出
Ｈ２６入学生口座振込依頼書(日本スポーツ振興
センター)

5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成26年4月7日 紙 事務室

財務 支出 理科教育設備関係綴 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 事務室

財務 支出 英語力を強化する指導改善事業文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室
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財務 支出 H25「英語力を強化する指導改善の取組」事業関係綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年10月1日 紙 事務室

財務 支出 歳出表 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 歳出表 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 歳出表 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 歳出表 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 歳出表　２冊の１ 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 歳出表　２冊の２ 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 歳出表　２冊の１ 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出 歳出表　２冊の２ 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年12月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５歳出表　２冊の１ 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５歳出表　２冊の２ 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６歳出表　２冊の１ 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２６歳出表　２冊の２ 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年４月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年5月21日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年５月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年6月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年６月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年7月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年７月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年8月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年８月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年9月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年９月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年10月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年１０月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年11月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年１１月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年12月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年１２月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成25年1月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年１月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成25年2月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年２月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成25年3月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年３月分支出証拠書類綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成25年4月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年４月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年5月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年５月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年6月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年６月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年7月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年７月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年8月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年８月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年9月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年９月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年10月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年１０月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年11月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年１１月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年12月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年１２月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年1月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年１月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年2月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年２月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年3月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年３月分支出証拠書類綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年4月20日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５支出証拠書類に係る伺い 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年5月24日 紙 事務室

財務 支出 H26県立学校耐震化推進事業（校舎改築に伴う備品等整備） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 支出 前渡資金等受払簿 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成11年4月1日 紙 書類倉庫

財務 支出 運動施設使用簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 支出 Ｈ２５運動施設使用簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 事務室

財務 物品 学割証発行台帳 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２５学割証発行台帳 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２６学割証発行台帳 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 ＪＲ学割証出納簿 5 廃棄 昭和62年6月30日 紙 事務室

財務 物品 物品出納簿一覧表 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

財務 物品 物品出納簿一覧表 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 物品 高等学校理科教育等設備台帳 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成15年4月1日 紙 事務室

財務 物品 H26起　理科設備 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 H26物品分類換 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 H26　物品保管換関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 H26　寄附物品関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 H26　鳥取県公有財産（物品）売却 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 高等学校普通科家庭科　施設管理簿 常用 － － 紙 事務室

財務 物品 高等学校普通科家庭科　設備管理簿 常用 － － 紙 事務室

財務 物品 不用品決定・処分伺書綴 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 事務室

財務 物品 不用品決定・処分伺書綴 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 物品 被服管理簿 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 － 紙 事務室

財務 物品 被服関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室

財務 物品 物品保管換関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成7年4月1日 紙 事務室

財務 物品 借受物品管理簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

財務 物品 産振関係 10 廃棄 平成11年4月1日 紙 事務室

財務 物品 郵券受払簿 10 廃棄 平成21年4月1日 紙 事務室

財務 物品 金券類受払簿 10 廃棄 平成20年4月1日 紙 事務室

財務 物品 図書原簿 常用 － － 紙 図書室

財務 物品 図書原簿 常用 － 平成7年4月1日 データ 図書システム

財務 物品 寄付物品関係綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 事務室

財務 物品 物品譲与関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成14年4月1日 紙 事務室

財務 物品 物品貸付け契約関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室

財務 物品 物品関係綴（物品管理） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 物品 物品貸付関係綴 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成14年4月1日 紙 書類倉庫

財務 物品 不用品決定・処分伺書 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成14年4月1日 紙 書類倉庫
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財務 物品 保管場所別物品出納簿一覧表 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 物品 郵券印紙受払簿 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成11年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 公有財産台帳総括表　土地台帳 常用 － － 紙 事務室

財務 公有財産 公有財産　建物台帳 常用 － － 紙 事務室

財務 公有財産 立木台帳 常用 － 昭和57年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 工作物台帳 常用 － 昭和57年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 財産（取得・処分） 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成8年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 平成２６年度　財産（取得・処分） 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産使用許可（会議室）関係綴 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産使用許可（会議室）関係綴 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２５行政財産使用許可（会議室）関係綴 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２６行政財産使用許可（会議室）関係綴 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 平成25年度起　行政財産使用許可書（電柱等） 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年3月1日 紙 事務室

財務 公有財産
平成２５年度事務手続終了報告書　行政財産使
用許可

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年6月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産使用許可（食堂・売店）関係綴 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成24年8月22日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産（会議室）使用許可簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成18年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産（職員駐車場）使用許可簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産許可申請書綴〔販売・厨房・電柱等〕 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成16年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産使用許可簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産使用許可関係綴 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 行政財産使用許可関係綴 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 行政財産使用許可関係綴 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 行政財産使用許可関係綴 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 職員駐車場使用許可関係綴 10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 職員駐車場使用許可関係綴 10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 職員駐車場使用許可関係綴 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 職員駐車場使用許可関係綴 10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 職員駐車場使用許可関係綴 10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫

財務 公有財産 職員駐車場使用許可関係綴 10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２５職員駐車場使用許可関係綴 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２６職員駐車場使用許可関係綴 10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産（食堂・売店）使用許可簿 10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 書類倉庫

財務 庁舎管理 営繕関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 Ｈ２５営繕関係綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 Ｈ２６　営繕関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 報告書綴〔役務費、委託料〕 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理
県立教育施設建築物定期点検業務委託
（点検報告書）県立鳥取西高等学校

5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 － 紙 事務室

財務 庁舎管理 現状変更許可関係綴 5 廃棄 平成19年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 工事関係綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 ＰＣＢ関係綴 30 平成27年4月1日 平成57年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 消防設備点検等関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 学校施設の非構造部材の耐震点検 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 H25学校施設の非構造部材の耐震点検 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年10月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 校舎改築（Ｈ２４～）⑥ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

財務 庁舎管理 セコム点検報告書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 職員室

財務 庁舎管理 貯水槽清掃報告書関係　平成２５年度～ 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成25年6月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 消防設備関係　平成２５年度～ 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成25年6月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 委託契約　自家用電気工作物　点検報告書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

教務 総括 中学校生徒指導要録写し 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 事務室

教務 総括 中学校生徒指導要録写し 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 事務室

教務 総括 中学校生徒指導要録写し 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月7日 紙 事務室

教務 総括 指導要録（在校生） 常用 － 平成30年4月9日 紙 職員室

教務 総括 指導要録（在校生） 常用 － 平成29年4月7日 紙 職員室

教務 総括 指導要録（在校生） 常用 － 平成28年4月7日 紙 職員室

教務 総括 指導要録（卒業生）
20

（5）
平成30年4月1日

平成50年3月31日
(平成35年3月31

日)
廃棄 平成27年4月7日 紙 職員室

教務 総括 指導要録（卒業生）
20

（5）
平成29年4月1日

平成49年3月31日
(平成34年3月31

日)
廃棄 平成26年4月7日 紙 職員室

教務 総括 指導要録（卒業生）
20

（5）
平成28年4月1日

平成48年3月31日
(平成33年3月31

日)
廃棄 平成28年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生）
20

（5）
平成27年4月1日

平成47年3月31日
(平成32年3月31

日)
廃棄 平成27年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生）
20

（5）
平成26年4月1日

平成46年3月31日
(平成31年3月31

日)
廃棄 平成26年3月3日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生）
20

（5）
平成25年4月1日

平成45年3月31日
(平成30年3月31

日)
廃棄 平成25年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成24年4月1日 平成44年3月31日 廃棄 平成24年3月1日卒 紙 事務室
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教務 総括 指導要録（通信制卒業生） 20 平成18年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成18年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業生） 20 平成19年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成19年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成18年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成18年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成19年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成19年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成20年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成20年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成21年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成21年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成22年4月1日 平成42年3月31日 廃棄 平成22年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成23年4月1日 平成43年3月31日 廃棄 平成23年3月1日卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（転学・退学）
20

（5）
廃棄 平成20年3月～ 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成10年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成10年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成11年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成11年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成12年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成12年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成13年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成13年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成14年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成14年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成15年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成15年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成16年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成16年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生） 20 平成17年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成17年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（転学・退学） 20 平成11年4月1日 平成31年3月31日 廃棄
平成4年3月～
平成11年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（転学・退学） 20 平成19年4月1日 平成39年3月31日 廃棄
平成12年3月～
平成19年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（定時制卒業） 20 平成13年4月1日 平成33年3月31日 廃棄
平成9年9月～
平成13年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（定時制卒業） 20 平成16年4月1日 平成36年3月31日 廃棄
平成13年9月～
平成16年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（定時制卒業） 20 平成19年4月1日 平成39年3月31日 廃棄
平成16年9月～
平成19年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（定時制転退学） 20 平成12年4月1日 平成32年3月31日 廃棄
平成9年3月～
平成12年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（定時制転退学） 20 平成19年4月1日 平成39年3月31日 廃棄
平成13年3月～
平成19年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制転退学） 20 平成14年4月1日 平成34年3月31日 廃棄
平成4年3月～
平成14年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制転退学） 20 平成19年4月1日 平成39年3月31日 廃棄
平成15年3月～
平成19年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業） 20 平成10年4月1日 平成30年3月31日 廃棄
平成9年3月～
平成10年3月

紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業） 20 平成11年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成11年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業） 20 平成12年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成12年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業） 20 平成13年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成13年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業） 20 平成14年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成14年3月卒 紙 事務室

教務 総括 指導要録（通信制卒業） 20 平成15年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成15年3月卒 紙 事務室

教務 総括 Ｈ２４学習成績一覧表 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 書類倉庫

教務 総括 Ｈ２５学習成績一覧表 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 書類倉庫

教務 総括 Ｈ２６学習成績一覧表 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２４成績伝票 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 書類倉庫

教務 総括 Ｈ２５成績伝票 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 書類倉庫

教務 総括 Ｈ２６成績伝票 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 生徒連絡簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 総括 教科書採択 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 総括 成績・卒業会議 5 廃棄 平成20年4月1日 紙 職員室

教務 総括 出席簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 書類倉庫

教務 総括 Ｈ２５出席簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２６出席簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 第１学年　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 職員室

教務 総括 第２学年　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 職員室

教務 総括 第３学年　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２５　第１学年　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２５　第２学年　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２５　第３学年　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２６　第１学年　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２６　第２学年　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２６　第３学年　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 第１学年　保護者宛文書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 職員室

教務 総括 公文書（受）綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２５公文書（受）綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室
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教務 総括 Ｈ２６公文書（受）綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 総括 発文書　２冊の１ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 総括 発文書　２冊の２ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２５発文書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２６発文書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 英語教科関係文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２４英語教科拠点校事業 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５英語教科拠点校事業 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５英語教科関係文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６英語教科関係文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 ＡＬＴ関係文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５ＡＬＴ関係文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６ＡＬＴ関係文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 教育研究・国際理解教育　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５教育評価・国際理解教育　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６教育評価・国際理解教育　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 教育研究（学校案内・学校要覧等） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５教育研究（学校案内・学校要覧等） 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６教育研究（学校案内・学校要覧等） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 教育企画（案内文書綴） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５教育企画（案内文書綴） 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６教育研究（案内文書綴） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５教育企画（国際理解） 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 学校評価関係 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５学校評価関係 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６学校評価関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 （Ｈ２５）教育実習 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 （Ｈ２６）教育実習 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 （Ｈ２７）教育実習 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 情報　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２５情報　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２６情報　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 USBフラッシュメモリ利用簿 常用 － 平成22年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 情報機器貸出簿 常用 － 平成22年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 情報係文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 Ｈ２５情報係文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 Ｈ２６情報係文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 情報処理室

指導 生徒指導 生徒指導　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２５生徒指導　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２６生徒指導　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 生徒指導部文書綴（３冊） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２５生徒指導部文書綴（２冊） 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２６生徒指導部文書綴（６冊） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 許可願 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２５許可願 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２６許可願 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 事故報告書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２５事故報告書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２６事故報告書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 ホームルーム日誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 書類倉庫

指導 生徒指導 Ｈ２５ホームルーム日誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２６ホームルーム日誌（２４冊） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２５進路指導　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 進路指導室

指導 生徒指導 Ｈ２６進路指導　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 教育相談 Ｈ２４教育相談日誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 教育相談室

指導 教育相談 Ｈ２５教育相談日誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 教育相談室

指導 教育相談 Ｈ２６教育相談日誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 教育相談室

指導 教育相談 Ｈ２４スクールカウンセラー週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 教育相談室

指導 教育相談 Ｈ２５スクールカウンセラー週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 教育相談室

指導 教育相談 Ｈ２６スクールカウンセラー週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 教育相談室

指導 進路指導 Ｈ２５進路指導部 公文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 Ｈ２６進路指導部 公文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 進路指導部 公文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 大学合格者・就職者名簿 常用 － 昭和26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 Ｈ２６調査書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 Ｈ２５調査書 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 調査書 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 Ｈ２６校外模擬試験成績資料 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 Ｈ２５校外模擬試験成績資料 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 校外模擬試験成績資料 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 校外模試会計（監督料等） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 校外模試会計（１年） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 校外模試会計（２年） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 校外模試会計（３年） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室

指導 進路指導 進路指導費会計 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 進路指導室



大分類 小分類

簿冊の分類
簿冊の名称

保存
期間

保存期間
起算日

保存期間
満了日

保存期
間満了
後の措

置

簿冊作成日
記録
媒体

の種別
保存場所

指導 保健 保健日誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２５保健日誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２６保健日誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２６保健体育　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２６学校保健 公文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２６発文書　（保健） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 保健室

指導 保健 学校保健・安全・給食実態調査綴 5 廃棄 平成17年4月1日 紙 保健室

指導 保健 学校環境衛生関係 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成16年4月1日 紙 保健室

指導 人権教育 人権教育部　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 Ｈ２５人権教育部　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 Ｈ２６人権教育部　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 人権教育部　２冊の１ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 人権教育部　２冊の２ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 Ｈ２５人権教育部 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 Ｈ２６人権教育部 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 学校図書館 図書館　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 Ｈ２５図書館　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 Ｈ２６図書館　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 図書部文書綴　３冊の１ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 図書部文書綴　３冊の２ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 図書部文書綴　３冊の３ 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 Ｈ２５図書部文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 Ｈ２６図書部受文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 司書室

指導 学校図書館 Ｈ２６図書部発文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 司書室

指導 生徒会 生徒会　週誌 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 Ｈ２５生徒会　週誌 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 Ｈ２６生徒会　週誌 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 生徒会文書綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 Ｈ２５生徒会文書綴 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 Ｈ２６生徒会文書綴 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 Ｈ２６生徒会会計 5 平成27年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 Ｈ２６規格・報告書 5 平成27年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室

指導 生徒会 部活外関係Ｈ２６　生徒会 5 平成27年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 職員室
児童・生徒 学籍 平成２６年度　高等学校入学者選抜関係書類 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年2月1日 紙 事務室

児童・生徒 学籍 平成２７年度　高等学校入学者選抜関係書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年2月1日 紙 事務室

児童生徒 学籍 入学許可願 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２５入学許可願 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２６入学許可願 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 入学志願書（転入学） 5 廃棄 平成19年8月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 誓約書・住民票 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 職員室
児童生徒 学籍 Ｈ２５誓約書・住民票 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２６誓約書・住民票 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 生徒異動 5 廃棄 平成17年8月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 転入学関係 5 廃棄 平成21年8月1日 紙 職員室
児童生徒 学籍 留学関係 5 廃棄 平成21年8月1日 紙 職員室

児童生徒 学籍 退転転入学者名簿 常用 －
大正5年～

昭和23年3月31日
紙 事務室

児童生徒 学籍 生徒異動簿 常用 － 昭和38年度 紙 事務室
児童生徒 学籍 別科（商業家庭）卒業生名簿 常用 － 紙 事務室

児童生徒 学籍
卒業証書台帳
鳥取県立鳥取第一中学校

常用 －
明治33年～
昭和24年

紙 事務室

児童生徒 学籍
卒業者台帳
鳥取県立鳥取高等女学校

常用 －
昭和15年度～
昭和23年度

紙 事務室

児童生徒 学籍

卒業生名簿
鳥取県立鳥取第一高等学校
鳥取県立鳥取西高等学校
鳥取県立鳥取西高等学校定時制普通科

常用 － 昭和23年度起 紙 事務室

児童生徒 学籍 商業科卒業証書台帳 常用 －
昭和27年3月～
昭和54年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 家政科卒業証書台帳 常用 －
昭和30年3月～
昭和54年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　家政科 常用 －
昭和55年～
昭和63年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　家政科 常用 －
平成元年3月～
平成15年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　商業科 常用 －
昭和55年3月～
昭和63年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　商業科 常用 －
平成元年3月～
平成2年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 普通科卒業証書台帳 常用 －
昭和34年3月～
昭和43年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 普通科卒業証書台帳 常用 －
昭和44年3月～
昭和54年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　普通科 常用 －
昭和55年3月～
昭和63年3月

紙 事務室
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児童生徒 学籍 卒業証書台帳　普通科 常用 －
平成元年3月～
平成10年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　普通科 常用 －
平成11年3月～
平成20年3月

紙 事務室

児童生徒 学籍 卒業証書台帳　普通科 常用 － 平成21年3月～ 紙 事務室

児童生徒 学籍 修了者名簿（久松幼稚園） 常用 －
昭和37年～
平成14年

紙 事務室

児童生徒 学籍 修了証書台帳（久松幼稚園） 常用 －
昭和50年3月～
平成14年3月

紙 事務室

児童生徒 健康管理 健康診断票（卒業生） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成22年4月7日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 健康診断票（卒業生） 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成23年4月7日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 健康診断票（卒業生） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 Ｈ２５健康診断票 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 Ｈ２６健康診断票 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成26年4月7日 紙 保健室

児童生徒 健康管理 児童生徒健康診断表（小・中学校） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月9日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 児童生徒健康診断表（小・中学校） 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月8日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 児童生徒健康診断表（小・中学校） 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月7日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 麻疹関係綴 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
Ｈ２６日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成27年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
Ｈ２５日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成25年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成24年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成23年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成22年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成22年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成21年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成20年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理
日本スポーツ振興センター関係書類
（災害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成20年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成19年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理 Ｈ２６学校医執務記録簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 保健室

児童生徒 健康管理 学校医執務記録簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成18年4月1日 紙 保健室
児童生徒 健康管理 学校医関係　帯同看護師 5 廃棄 平成19年4月1日 紙 保健室
児童生徒 奨学 鳥取県育英奨学金 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２５鳥取県育英奨学金 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２６鳥取県育英奨学金 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学 日本学生支援機構 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２５日本学生支援機構奨学金関係 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２６日本学生支援機構奨学金関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学 奨学金（Ｈ２４） 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 入学選抜手数料及び入学料減免関係 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 書類倉庫
児童生徒 奨学 Ｈ２６学校徴収金関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２６高等学校等就学支援金申請書 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２７高等学校等就学支援金辞退届 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 各種証明所発行台帳 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２５各種証明所発行台帳 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２６各種証明所発行台帳 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２６決算・決算見込関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成26年11月7日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年度平成２６年４月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年5月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２５年度平成２６年５月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年6月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年４月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年5月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年５月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年6月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年６月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年7月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年７月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年8月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年８月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年9月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年９月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年10月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年１０月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年11月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年１１月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年12月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２６年１２月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成27年1月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２７年１月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成27年2月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２７年２月分支出証拠書類 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成27年3月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２７年３月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月20日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２７年４月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年5月28日 紙 事務室

財務 支出 平成２６年度平成２７年５月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年6月10日 紙 事務室

総括 総括 平成２７年度職員会議録 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２７学校日誌（前期） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 引継 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２７学校日誌（後期） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 引継 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－１） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－２） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－３） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室
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教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－４） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－５） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－６） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－７） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（１－８） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－１） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－２） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－３） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－４） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－５） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－６） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－７） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（２－８） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－１） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－２） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－３） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－４） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－５） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－６） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－７） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７出席簿（３－８） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７　第１学年　週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７　第２学年　週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 総括 Ｈ２７　第３学年　週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－１） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－２） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－３） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－４） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－５） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－６） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－７） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（１－８） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－１） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－２） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－３） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－４） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－５） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－６） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－７） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（２－８） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－１） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－２） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－３） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－４） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－５） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－６） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－７） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７ホームルーム日誌（３－８） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７学習成績一覧表 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７成績伝票 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 教務 Ｈ２７公文書（受）綴 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 教務 Ｈ２７発文書１ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 教務 Ｈ２７発文書２ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７奨学金 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 Ｈ２７情報週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 Ｈ２７教育企画・国際理解週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 国際理解２０１５ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 アデレード大研修２０１５ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 春川（訪問）２０１５ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 学校図書館 Ｈ２７図書館週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 図書室

総括 組織 Ｈ２７総務週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２７所蔵資料関係 30 平成28年4月1日 平成58年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

総括 組織 Ｈ２７総務部文書綴 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７生徒指導週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 指導部関係文書　平成２７年（受文書）１ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 指導部関係文書　平成２７年（受文書）２ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 指導部関係　発文書　平成２７年 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２７年度指導部文書１ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２７年度指導部文書２ 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２７年度いじめ対策委員会 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７生徒会週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 Ｈ２７生徒会文書綴 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 Ｈ２７人権教育部週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室

指導 進路指導 Ｈ２７進路指導週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 進路指導室

指導 保健 Ｈ２７保健日誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室
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指導 保健 Ｈ２７保健体育週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２７学校保健公文書綴 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２７発文書 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２７健康診断票（在校生） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

指導 保健
Ｈ２７日本スポーツ振興センター関係書類（災
害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２７学校医執務記録簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

指導 教育相談 Ｈ２７教育相談週誌 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 教育相談室

指導 教育相談 Ｈ２７スクールカウンセラー記録簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 教育相談室

財務 歳出 Ｈ２７独自事業 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２７～生徒健康診断関係 5 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２７授業料等納付届出書・入力通知書 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２７授業料関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２７証明書交付申請書 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２７同意書（日本スポーツ振興センター） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２７委任状（日本スポーツ振興センター） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２７入学生口座振込依頼書（日本スポーツ振
興センター））

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７歳入歳出外現金 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７自家用車登録申請書 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７勤務簿・休暇簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７教育連絡指導業務実績簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７特殊勤務実績簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７部分休業取消承認簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７ＡＬＴ旅行伺 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務
Ｈ２７非常勤講師勤務実績簿・非常勤職員勤務
割振簿

5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与
Ｈ２７給与諸手当内訳書・資金前渡精算書（給
与用）

5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２７扶養手当に関する事後確認 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２７児童手当現況届 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２７給与振込口座管理台帳 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２７旅費関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２７年末調整 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 Ｈ２７報酬・賃金台帳 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 Ｈ２７共済・互助会 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７～社会保険関係 5 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７～雇用保険関係 5 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２７調査統計 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２７学割証発行台帳 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２７各種証明書発行台帳 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２７入学許可願 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月7日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２７誓約書・住民票 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月7日 紙 職員室

教務 総括 中学校生徒指導要録写し（Ｈ２７入学生） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 職員室
児童生徒 奨学 Ｈ２７鳥取県育英奨学金 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２７日本学生支援機構奨学金関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２７学校徴収集金関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２７高等学校等就学支援金申請書・辞退届 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月7日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２７高等学校等就学支援金関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２７高校生等奨学給付金 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７定期監査・包括外部監査等 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７～２８　Ｈ２８定期監査等 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２７～２８　Ｈ２８年度入学者選抜関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成27年8月12日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２７文書処理簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 データ 事務室フォルダ

総括 総括 Ｈ２７文書管理事務関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２７不用品決定・処分伺書 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月6日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２７寄附物品受納関係 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年5月18日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２７物品保管換関係 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月15日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２７物品貸付関係 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２７職員被服交付関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年5月28日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７年度予算　決算関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成27年11月25日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７予算令達綴 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７歳出表 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成27年5月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７歳入表 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成27年5月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２７収入調書 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２７契約等伺（歳入） 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２７戻入通知伺 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年5月19日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２７資金前渡受払簿 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月20日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２７会計関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２７支出負担行為書・物品請求書等（学校裁
量予算（運営費）Ｎｏ．１）需用費

10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２７支出負担行為書・物品請求書等（学校裁
量予算（運営費）Ｎｏ．２）需用費・備品購入
費以外

10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
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財務 歳出
Ｈ２７支出負担行為書・物品請求書等（学校裁
量予算（運営費）Ｎｏ．３）備品購入費

10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２７支出負担行為書・物品請求書等（学校裁
量予算（運営費）以外）

10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２８予算要求関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年6月12日 紙 事務室

総括 総括
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関
する法律関係（冷媒漏えい点検・整備記録簿

常用 － 平成27年4月1日 紙 事務室

総括 総括 永　Ｈ２７ポリ塩化ビフェニル廃棄物関係 30 平成28年4月1日 平成58年3月31日 廃棄 平成27年5月30日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２７人事・認可・申請・諸届 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２７事務職員協会・各種研修会等 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 Ｈ２７営繕費関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２７公有財産管理関係（使用許可関係除く） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２７公有財産管理関係（使用許可関係のみ） 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２７行政財産使用許可関係（５年以上） 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２７不動産等借受簿・行政財産使用許可簿 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年４月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年5月28日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年５月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年6月10日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年６月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年7月10日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年７月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年8月12日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年８月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年9月11日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年９月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年10月7日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年１０月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年11月10日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年１１月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年12月7日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２７年１２月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成28年1月20日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２８年１月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成28年2月4日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２８年２月分支出証拠書類 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成28年3月4日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２８年３月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月12日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２８年４月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年5月10日 紙 事務室

財務 歳出 平成２７年度平成２８年５月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年6月6日 紙 事務室

総括 総括 平成２８年度職員会議 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成２８年度学校日誌（前期） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 引継 平成28年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成２８年度学校日誌（後期） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 引継 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－１） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－２） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－３） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－４） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－５） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－６） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（１－７） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－１） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－２） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－３） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－４） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－５） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－６） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－７） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（２－８） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－１） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－２） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－３） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－４） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－５） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－６） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－７） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度出席簿（３－８） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度１年週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度２年週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度３年週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－１） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－２） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－３） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－４） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－５） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－６） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（１－７） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－１） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－２） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－３） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－４） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－５） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－６） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－７） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（２－８） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－１） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室
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指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－２） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－３） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－４） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－５） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－６） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－７） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度ホームルーム日誌（３－８） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 平成２８年度情報週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 平成２８年度企画週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 学校図書館 平成２８年度図書週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 図書室

総括 組織 平成２８年度総務週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度生徒指導週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度生徒会週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 平成２８年度人権教育週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 進路指導 平成２８年度進路指導週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 進路指導室

指導 保健 平成２８年度保健体育週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 保健室

指導 教育相談 平成２８年度教育相談週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 教育相談室

指導 管理 平成２８年度管理週誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度学習成績一覧表 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度成績伝票 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２８年度奨学金 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

総括 組織 平成２８年度所蔵資料関係 30 平成29年4月1日 平成59年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

指導 保健 平成２８年度保健日誌 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 保健室

指導 保健 平成２８年度健康診断票（在校生） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 保健室

指導 保健
Ｈ２８日本スポーツ振興センター関係書類（災
害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２８学校医執務記録簿 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 保健室

指導 教育相談 Ｈ２８スクールカウンセラー記録簿 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 教育相談室

総括 教務 Ｈ２８公文書（受）綴 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

総括 教務 Ｈ２８発文書 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２８文書処理簿 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 データ 事務室フォルダ

児童生徒 証明 Ｈ２８学割証発行台帳 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２８学割申込書 1 平成29年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２８各種証明書交付申請書 1 平成29年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２８各種証明書発行台帳 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２８入学許可願 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年3月17日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２８年度入学生誓約書・住民票 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２８年度入学生中学校生徒指導要録写し 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２８文書管理事務関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２８不用品決定・処分伺書 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２８寄附物品受納関係 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２８物品保管換関係 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２８物品貸付関係 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２８職員被服交付関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２８予算令達綴 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２８歳出表 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２８歳入表 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２８収入調書 5 平成30年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２８契約等伺（歳入） 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２８会計関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算（運営
費）１

10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算（運営
費）２

10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算（運営
費）３

10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算（独自
事業）

10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算以外１ 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算以外２ 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算以外３ 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８支出負担行為書等　学校裁量予算以外４ 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

総括 総括 永　Ｈ２８ポリ塩化ビフェニル廃棄物関係 30 平成29年4月1日 平成59年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２８人事・認可・申請・諸届 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２８事務職員協会・各種研修会等 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 Ｈ２８営繕費関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２８公有財産管理関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２８不動産等借受簿・行政財産使用許可簿 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年４月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年5月10日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８独自事業・各種事業 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２８授業料等納付届出書・入力通知書 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２８授業料関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８同意書（日本スポーツ振興センター） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 歳出 Ｈ２８委任状（日本スポーツ振興センター） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
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財務 歳出
Ｈ２８入学生口座振込依頼書（日本スポーツ振
興センター））

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２８歳入歳出外現金 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２８自家用車登録申請書 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２８勤務簿・休暇簿 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２８特殊勤務実績簿（主任手当） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２８特殊勤務実績簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２８旅行伺 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務
Ｈ２８非常勤講師勤務実績簿・非常勤職員勤務
割振簿

5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２８給与諸手当内訳書 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２８資金前渡精算書（給与用） 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２８扶養手当に関する事後確認 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２８児童手当現況届 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２８条例控除 1 平成29年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２８給与入力 1 平成29年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２８旅費関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２８年末調整 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 Ｈ２８報酬・賃金台帳 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 Ｈ２８共済・互助会関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２８調査統計 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２８鳥取県育英奨学金 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２８日本学生支援機構奨学金関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２８学校徴収金関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２８高等学校等就学支援金申請書・辞退届 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２８高等学校等就学支援金関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２８高校生等奨学給付金 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室

財務 庁舎管理 校舎耐震改修関係（平成２４年度起） 10 平成26年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成24年4月5日 紙 事務室

財務 庁舎管理 校舎耐震改修関係② 10 平成28年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成25年6月24日 紙 事務室

財務 庁舎管理 校舎耐震改修関係③ 10 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室
財務 総括 平成２５年度～２７歳入歳出外現金整理表 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成25年5月1日 紙 事務室
財務 総括 平成２８年度歳入歳出外現金整理表 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成28年5月2日 紙 事務室
財務 歳出 平成２８年度平成２８年４月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年5月10日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年５月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年6月6日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年６月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年7月6日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年７月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年8月8日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年８月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年9月9日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年９月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年10月6日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年１０月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年11月8日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年１１月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年12月9日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２８年１２月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成29年1月17日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２９年１月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成29年2月14日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２９年２月分支出証拠書類 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成29年3月17日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２９年３月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月21日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２９年４月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年5月16日 紙 事務室

財務 歳出 平成２８年度平成２９年５月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月12日 紙 事務室

財務 歳出
【Ｈ２８～Ｈ３２長期継続契約】鳥取西高等学
校進学情報システム用パソコン等賃貸借契約関

10 平成33年4月1日 平成43年3月31日 廃棄 平成28年9月23日 紙 事務室

総括 総括 平成２９年度職員会議 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成２９年度学校日誌（前期） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 引継 平成29年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成２９年度学校日誌（後期） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 引継 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－１） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－２） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－３） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－４） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－５） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－６） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（１－７） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－１） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－２） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－３） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－４） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－５） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－６） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（２－７） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－１） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－２） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－３） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－４） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－５） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－６） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－７） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度出席簿（３－８） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度１年週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室
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教務 総括 平成２９年度２年週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度３年週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－１） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－２） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－３） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－４） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－５） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－６） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（１－７） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－１） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－２） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－３） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－４） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－５） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－６） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（２－７） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－１） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－２） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－３） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－４） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－５） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－６） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－７） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度ホームルーム日誌（３－８） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 平成２９年度情報週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 平成２９年度企画週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 学校図書館 平成２９年度図書視聴覚週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 図書室

総括 組織 平成２９年度総務週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度生徒指導週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度生徒会週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 平成２９年度人権教育週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 進路指導 平成２９年度進路指導週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 進路指導室

指導 保健 平成２９年度保健体育週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 保健室

指導 教育相談 平成２９年度教育相談日誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 教育相談室

指導 管理 平成２９年度管理週誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度学習成績一覧表　１年 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度学習成績一覧表　２年 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度学習成績一覧表　３年 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－１ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－２ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－３ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－４ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－５ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－６ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　１－７ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－１ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－２ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－３ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－４ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－５ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－６ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　２－７ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－１ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－２ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－３ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－４ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－５ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－６ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－７ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成２９年度成績伝票　３－８ 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

総括 組織 平成２９年度所蔵資料関係 30 平成30年4月1日 平成60年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

指導 保健 平成２９年度保健日誌 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 保健室

指導 保健 平成２９年度健康診断票（在校生） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 データ 保健室

指導 保健
Ｈ２９日本スポーツ振興センター関係書類（災
害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ２９学校医執務記録簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 保健室

指導 教育相談 Ｈ２９スクールカウンセラー記録簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 教育相談室

指導 保健 Ｈ２９入学時健康診断票（小・中学校） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 保健室
児童生徒 奨学 Ｈ２９日本学生支援機構奨学金関係文書綴 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室
児童生徒 奨学 Ｈ２９県育英奨学金関係文書綴 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室
児童生徒 奨学 Ｈ２９奨学金関係文書綴 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室
指導 企画 ２０１７年度アデレード大学研修 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

財務 歳出
平成２９年度ＳＧＨ事業研究開発完了決算証拠
書類（学校控）

10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２９文書処理簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 データ 事務室フォルダ
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児童生徒 証明 Ｈ２９学割証発行台帳 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２９学割申込書 1 平成30年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２９各種証明書交付申請書 1 平成30年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ２９各種証明書発行台帳 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２９入学許可願 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ２９年度入学生誓約書・住民票 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成２９年度入学生中学校生徒指導要録写し 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ２９文書管理事務関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２９不用品決定・処分伺書 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２９物品貸付関係 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２９物品保管換関係 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２９寄附物品受納関係 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 物品 Ｈ２９職員被服交付関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２９予算令達綴 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２９歳出表 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２９歳入表 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２９収入調書 5 平成31年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２９契約等伺（歳入） 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２９会計関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

総括 総括 永　Ｈ２９ポリ塩化ビフェニル廃棄物関係 30 平成30年4月1日 平成60年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２９人事・認可・申請・諸届 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ２９事務職員協会・各種研修会等 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２９公有財産管理関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２９不動産等借受簿・行政財産使用許可簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２９授業料等納付届出書・入力通知書 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ２９授業料関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２９同意書・委任状（日本スポーツ振興セン
ター）

5 平成32年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２９入学生口座振込依頼書（日本スポーツ振
興センター））

5 平成32年4月1日 平成37年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ２９歳入歳出外現金 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２９勤務簿・休暇簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２９特殊勤務実績簿（主任手当） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２９特殊勤務実績簿 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ２９旅行命令簿・伺・復命書 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務
Ｈ２９非常勤講師勤務実績簿・非常勤職員勤務
割振簿

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２９給与諸手当内訳書 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２９資金前渡精算書（給与用） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ２９扶養手当に関する事後確認 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２９児童手当現況届 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２９条例控除 1 平成30年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 給与 Ｈ２９給与入力 1 平成30年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 Ｈ２９報酬・賃金台帳 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 Ｈ２９共済・互助会関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ２９調査統計 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２９学校徴収金関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．４　就学支援金認定申請書・辞退届
平成２９年度入学

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．７　就学支援金　収入状況届出書・辞
退届　　平成２７年度入学　１

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．７　就学支援金　収入状況届出書・辞
退届　　平成２７年度入学　２

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．７　就学支援金　収入状況届出書・辞
退届　　平成２８年度入学　１

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．７　就学支援金　収入状況届出書・辞
退届　　平成２８年度入学　２

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．７　就学支援金　収入状況届出書・辞
退届　　平成２９年度入学　１

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ２９．７　就学支援金　収入状況届出書・辞
退届　　平成２９年度入学　２

5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学 Ｈ２９高等学校等就学支援金関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ２９高校生等奨学給付金 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 総括 平成２９年度歳入歳出外現金整理表 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 歳出 平成２９年度平成２９年４月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年5月25日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年５月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年6月12日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年６月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年7月18日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年７月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年8月17日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年８月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年9月19日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年９月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年10月16日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年１０月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年11月15日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年１１月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年12月15日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成２９年１２月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成30年1月19日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成３０年１月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成30年2月16日 紙 事務室
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財務 歳出 平成２９年度平成３０年２月分支出証拠書類 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成30年3月20日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成３０年３月分支出証拠書類 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月19日 紙 事務室

財務 歳出 平成２９年度平成３０年４月分支出証拠書類 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年5月11日 紙 事務室
財務 総括 Ｈ２８～２９　Ｈ２８年度決算定期監査等 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 事務室
財務 総括 Ｈ２９～３０　Ｈ２９年度決算定期監査等 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 歳出 Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算（運営 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 歳出 Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算（運営 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 歳出 Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算（運営 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 歳出 Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算（運営 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室
財務 歳出 Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算（独自事 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算以外（Ｓ
ＧＨ事業）

10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ２９支出負担行為等　学校裁量予算以外（各
種事業）

10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ２９　Ｈ３０～３４食堂・売店運営者公募関 10 平成30年4月1日 平成40年3月31日 廃棄 平成29年8月28日 紙 事務室
財務 歳出 Ｈ２９　戻入通知書 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年11月28日 紙 事務室
財務 歳入 Ｈ２９　督促状発行調書 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年5月7日 紙 事務室
財務 外現金 Ｈ２９　契約等伺（歳入歳出外現金） 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成30年2月2日 紙 事務室
総括 総括 平成３０年度職員会議 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成３０年度学校日誌（前期） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 引継 平成30年4月1日 紙 職員室

総括 総括 平成３０年度学校日誌（後期） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 引継 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－１） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－２） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－３） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－４） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－５） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－６） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（１－７） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－１） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－２） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－３） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－４） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－５） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－６） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（２－７） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－１） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－２） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－３） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－４） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－５） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－６） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度出席簿（３－７） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度１年週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度２年週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度３年週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－１） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－２） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－３） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－４） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－５） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－６） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（１－７） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－１） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－２） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－３） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－４） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－５） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－６） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（２－７） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－１） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－２） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－３） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－４） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－５） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－６） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度ホームルーム日誌（３－７） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 研究・実践 平成３０年度情報週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 情報処理室

教務 研究・実践 平成３０年度企画週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 学校図書館 平成３０年度図書視聴覚週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 図書室

総括 組織 平成３０年度総務週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

総括 組織 平成３０年度所蔵資料関係 30 平成31年4月1日 平成61年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度生徒指導週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度生徒会週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 人権教育 平成３０年度人権教育週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 進路指導 平成３０年度進路指導週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 進路指導室

指導 保健 平成３０年度保健体育週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 保健室

指導 保健 平成３０年度保健日誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 保健室
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指導 教育相談 平成３０年度教育相談日誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 教育相談室

指導 管理 平成３０年度管理週誌 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度学習成績一覧表　１年 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度学習成績一覧表　２年 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度学習成績一覧表　３年 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－１ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－２ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－３ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－４ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－５ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－６ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　１－７ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－１ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－２ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－３ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－４ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－５ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－６ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　２－７ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－１ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－２ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－３ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－４ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－５ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－６ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 生徒指導 平成３０年度成績伝票　３－７ 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室
児童生徒 奨学 Ｈ３０日本学生支援機構奨学金関係文書綴 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室
児童生徒 奨学 Ｈ３０県育英奨学金関係文書綴 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室
児童生徒 奨学 Ｈ２９奨学金関係文書綴 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室
指導 企画 ２０１８年度アデレード大学研修 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

財務 歳出
平成３０年度ＳＧＨ事業研究開発完了決算証拠
書類（学校控）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

指導 保健 平成３０年度健康診断票（在校生） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 データ 保健室

指導 保健
Ｈ３０日本スポーツ振興センター関係書類（災
害報告書、災害共済給付支払原簿写）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 保健室

指導 保健 Ｈ３０学校医執務記録簿 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 保健室

指導 教育相談 Ｈ３０スクールカウンセラー記録簿 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 教育相談室

指導 保健 Ｈ３０入学時健康診断票（小・中学校） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 保健室

総括 総括 Ｈ３０文書処理簿 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 データ 事務室フォルダ

児童生徒 証明 Ｈ３０学割証発行台帳 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ３０学割申込書 1 平成31年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ３０各種証明書交付申請書 1 平成31年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 証明 Ｈ３０各種証明書発行台帳 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ３０入学許可願 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 学籍 Ｈ３０年度入学生誓約書・住民票 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

教務 総括 平成３０年度入学生中学校生徒指導要録写し 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 職員室

総括 総括 Ｈ３０文書管理事務関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ３０予算令達綴 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ３０歳出表 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ３０歳入表 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ３０歳入歳出外現金整理表 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ３０契約等伺・収入調書 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日
紙・

データ
事務室

財務 総括 Ｈ３０会計関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

総括 総括 永　Ｈ３０ポリ塩化ビフェニル廃棄物関係 30 平成31年4月1日 平成61年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ３０人事・認可・申請・諸届 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

総括 組織 Ｈ３０事務職員協会・各種研修会等 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ３０公有財産管理関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 公有財産 Ｈ３０不動産等借受簿・行政財産使用許可簿 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ３０授業料等納付届出書・入力通知書 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 歳入 Ｈ３０授業料関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ３０同意書・委任状（日本スポーツ振興セン
ター）

5 平成33年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
Ｈ３０入学生口座振込依頼書（日本スポーツ振
興センター））

5 平成33年4月1日 平成38年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 総括 Ｈ３０歳入歳出外現金 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日
紙・

データ
事務室

人事給与 服務 Ｈ３０勤務簿・休暇簿 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
人事給与 服務 Ｈ３０旅行命令簿・伺・復命書 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務
Ｈ３０非常勤講師勤務実績簿・非常勤職員勤務
割振簿

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ３０資金前渡精算書（給与用） 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 Ｈ３０給与入力 1 平成31年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
人事給与 報酬・賃金 Ｈ３０報酬・賃金台帳 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
福利厚生 総括 Ｈ３０共済・互助会関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

総括 総括 Ｈ３０調査統計 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
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児童生徒 奨学 Ｈ３０学校徴収金関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ３０高等学校等就学支援金関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室
児童生徒 奨学 Ｈ３０高校生等奨学給付金 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

児童生徒 奨学
Ｈ３０．４　就学支援金認定申請書・辞退届
平成３０年度入学

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月1日 紙 事務室

財務 歳出
【支出負担行為／報酬・報償費】Ｈ３０県立学
校裁量予算事業（高等学校運営費）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為／需用費】Ｈ３０県立学校裁量
予算事業（高等学校運営費）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為／役務費】Ｈ３０県立学校裁量
予算事業（高等学校運営費）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為／委託料】Ｈ３０県立学校裁量
予算事業（高等学校運営費）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為／使用料及び賃借料】Ｈ３０県
立学校裁量予算事業（高等学校運営費）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年3月28日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為／備品購入費】Ｈ３０県立学校
裁量予算事業（高等学校運営費）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出／報酬・報償費】Ｈ３０県立学校裁量予
算事業（高等学校運営費）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出／需用費】Ｈ３０県立学校裁量予算事業
（高等学校運営費）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出／役務費】Ｈ３０県立学校裁量予算事業
（高等学校運営費）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出／委託料】Ｈ３０県立学校裁量予算事業
（高等学校運営費）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出／使用料及び賃借料】Ｈ３０県立学校裁
量予算事業（高等学校運営費）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出／備品購入費】Ｈ３０県立学校裁量予算
事業（高等学校運営費）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為等（独自）】Ｈ３０県立学校裁
量予算事業（学校独自事業）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出(独自)】Ｈ３０県立学校裁量予算事業
（学校独自事業）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為】Ｈ３０外国語教育改善指導費
（ＡＬＴ関係）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月6日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出】Ｈ３０外国語教育改善指導費（ＡＬＴ
関係）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月6日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為等（SGH)】平成３０年度スー
パーグローバルハイスクール事業（国庫補助事
業）

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月13日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出（SGH)】平成３０年度スーパーグローバ
ルハイスクール事業（国庫補助事業）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月13日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出負担行為（営繕）】Ｈ３０教育施設営繕
費

10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年4月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出 【支出（営繕）】Ｈ３０教育施設営繕費 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月19日
紙・

データ
事務室

財務 歳出
【支出（耐震）】Ｈ３０県立学校耐震化推進事
業費（逓次）

5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年5月2日
紙・

データ
事務室

財務 歳出 【支出負担行為】　Ｈ３０各種事業 10 平成31年4月1日 平成41年3月31日 廃棄 平成30年5月23日
紙・

データ
事務室

財務 歳出 【支出】　Ｈ３０各種事業 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年5月10日
紙・

データ
事務室

財務 歳出 H３０　給与関係 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月16日
紙・

データ
事務室

財務 歳入 平成３０年度契約等伺・収入調書 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年4月13日
紙・

データ
事務室

財務 歳入 高校授業料 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年5月7日
紙・

データ
事務室

財務 物品 Ｈ３０　物品管理関係【取得・処分・異動】 5 平成31年4月1日 平成36年3月31日 廃棄 平成30年5月10日
紙・

データ
事務室


