
大分類 小分類

教務 実践 鳥商デパート２０１２（第19回） 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 実践 鳥商デパート２０１３（第20回） 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 実践 鳥商デパート２０１４（第21回） 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 実践 鳥商デパート２０１５（第22回） 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 実践 鳥商デパート２０１６（第23回） 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 実践 鳥商デパート２０１７（第24回） 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 実践 各種事業 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 事務室

教務 実践 各種事業 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 事務室

教務 実践 各種事業 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 実践 各種事業 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

教務 実践 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

教務 実践 各種事業 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

教務 実践 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4月1日 紙 事務室

教務 実践 家庭クラブ関係 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 教育相談室

教務 実践 家庭クラブ関係 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 教育相談室

教務 実践 起業家教育推進関係 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 実践 起業家教育推進関係 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 実践 競技力向上対策事業 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 事務室

教務 実践 競技力向上対策事業 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 事務室

教務 実践 競技力向上対策事業 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 実践 人財育成ネットワーク関係 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 実践 人財育成ネットワーク関係 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 実践 図書館教育 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 図書室

教務 実践 図書館教育 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 図書室

教務 実践 図書館教育 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 図書室

教務 実践 図書館教育 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

教務 実践 図書館教育 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

教務 実践 図書館教育 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

教務 実践 図書館日誌 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 図書室

教務 実践 図書館日誌 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 図書室

教務 実践 図書館日誌 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 図書室

教務 実践 図書館日誌 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 図書室

教務 実践 図書館日誌 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 図書室

教務 実践 図書館日誌 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 図書室

教務 総括 教育課程申請関係 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 総括 教育課程申請関係 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 総括 教育課程申請関係 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 総括 教育課程申請関係 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 職員室

教務 総括 教育課程申請関係 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 職員室

教務 総括 教育課程申請関係 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 職員室

教務 総括 教育課程申請関係 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 職員室

教務 総括 教科書関係 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 総括 教科書関係 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 総括 教科書関係 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 総括 教科書関係 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 職員室

教務 総括 教科書関係 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 職員室

教務 総括 教科書関係 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 職員室

教務 総括 教科書関係 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 職員室

教務 総括 研修関係 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 総括 研修関係 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 総括 研修関係 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 総括 研修関係 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 職員室

教務 総括 研修関係 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 職員室

教務 総括 研修関係 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 職員室
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教務 総括 研修関係 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 職員室

教務 総括 指導要録（在校生）
２０
（5）

卒業の翌年度４．１ 廃棄 入学時 紙 職員室

教務 総括 指導要録（除籍簿）
２０
（5）

卒業の翌年度４．１ 廃棄 入学時 紙 事務室

教務 総括 指導要録（卒業生）
２０
（5）

卒業の翌年度４．１ 廃棄 入学時 紙 事務室

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1日 紙 職員室

教務 総括 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1日 紙 職員室

教務 総括 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 出席簿 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 職員室

教務 総括 出席簿 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 職員室

教務 総括 出席簿 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 職員室

教務 総括 出席簿 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 職員室

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 情報管理関係 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

教務 総括 平成25年度　総務関係文書綴 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 総括 平成26年度　総務関係文書綴 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2日 紙 職員室

教務 総括 平成2７年度　総務関係文書綴 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

教務 総括 平成２８年度　総務関係文書綴 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

教務 総括 平成２９年度　総務関係文書綴 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

教務 総括 平成３０年度　総務関係文書綴 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

財務 外現金 歳入歳出外現金（H１９） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２０） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２１） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２２） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２３） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２４） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２５） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２６） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２７） 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 事務室倉庫

財務 外現金 歳入歳出外現金（H２８） 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 外現金 歳入歳出外現金（H２９） 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 外現金 歳入歳出外現金（H３０） 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 決算 24　決算関係 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 事務室倉庫

財務 決算 25　決算関係 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 事務室倉庫

財務 決算 26　決算関係 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 事務室倉庫

財務 決算 27　決算関係 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 事務室倉庫

財務 決算 28　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28年4月1日 紙 事務室倉庫

財務 決算 29　決算関係 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 決算 30　決算関係 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 アスベスト関係 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 事務室

財務 公有財産 学校用地境界図書(鳥商野球グランド・鳥西工高同窓会） 常用 紙 事務室

財務 公有財産 行政財産使用 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 事務室倉庫

財務 公有財産 行政財産使用 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 事務室倉庫

財務 公有財産 行政財産使用 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 事務室倉庫

財務 公有財産 行政財産使用 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 事務室倉庫

財務 公有財産 行政財産使用 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 事務室倉庫

財務 公有財産 行政財産使用 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

財務 公有財産 行政財産使用 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

財務 公有財産 財産台帳関係（工作物・立木等） 常用 紙 事務室
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財務 公有財産 産業教育施設台帳 常用 紙 事務室

財務 公有財産 職員等駐車場使用許可　 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 事務室倉庫

財務 公有財産 職員等駐車場使用許可　 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 事務室倉庫

財務 公有財産 職員等駐車場使用許可　 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 事務室倉庫

財務 公有財産 職員等駐車場使用許可　 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 事務室倉庫

財務 公有財産 職員等駐車場使用許可　 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 事務室倉庫

財務 公有財産 職員等駐車場使用許可　 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 職員等駐車場使用許可　 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 登記関係 常用 紙 事務室

財務 公有財産 土地関係綴 常用 紙 事務室

財務 公有財産 H26　非構造部材の耐震点検　 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 公有財産 平成27年度　非構造部材の耐震点検 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 平成28年度　非構造部材の耐震点検 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 平成29年度　非構造部材の耐震点検 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 平成30年度　非構造部材の耐震点検 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 支出 運営費関係 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

財務 支出 運営費関係 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

財務 支出 運営費関係 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

財務 支出 運営費関係 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 支出 運営費関係 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 支出 運営費関係 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 支出 各種契約書 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

財務 支出 各種契約書 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 事務室

財務 支出 各種契約書 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 各種契約書 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 各種契約書 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 各種契約書 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1日 紙 事務室

財務 支出 各種契約書 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 支出 平成２９年度　単価契約関係 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 支出 平成３０年度　単価契約関係 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 支出 支出証拠書類(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 事務室倉庫

財務 支出 支出証拠書類(H25) 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 事務室倉庫

財務 支出 支出証拠書類(H26) 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 事務室倉庫

財務 支出 支出証拠書類(H27) 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 事務室倉庫

財務 支出 支出証拠書類(H28) 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 事務室倉庫

財務 支出 支出証拠書類(H29) 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 事務室倉庫

財務 支出 支出証拠書類(H30) 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 支出 支払予定確認表 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 事務室

財務 支出 支払予定確認表 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 事務室

財務 支出 支払予定確認表 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 事務室

財務 支出 支払予定確認表（H27） 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 支出 支払予定確認表（H28） 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 支出 スポーツ振興センター関係 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

財務 支出 スポーツ振興センター関係 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

財務 支出 スポーツ振興センター関係 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 支出 日本スポーツ振興センター関係（H27） 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 支出 平成28年度入学者スポーツ振興センター口座振込依頼書 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 支出 平成29年度入学者スポーツ振興センター口座振込依頼書 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 支出 平成30年度入学者スポーツ振興センター口座振込依頼書 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 支出 前渡資金等受払簿 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 支出 前渡資金等受払簿 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 前渡資金等受払簿 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 前渡資金等受払簿 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 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 支出 前渡資金等受払簿 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 支出 前渡資金等受払簿 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



大分類 小分類

記録
媒体の
種別

保存場所
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

財務 支出 前渡資金等受払簿 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 支出 平成24年度　年間伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成25年度　年間伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成26年度　年間伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成27年度　年間伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成28年度　年間伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成29年度　年間伺 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 支出 平成30年度　年間伺 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 支出 平成２４年度　歳出表 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２５年度　歳出表 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２６年度　歳出表 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２７年度　歳出表 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２８年度　歳出表 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２９年度　歳出表 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 支出 平成３０年度　歳出表 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 支出 平成２４年度支出負担行為書（教育連絡調整費） 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２５年度支出負担行為書（教育連絡調整費以外） 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２６年度支出負担行為書（教育連絡調整費） 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２６年度支出負担行為書（教育連絡調整費以外） 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２７年度支出負担行為書（教育連絡調整費） 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 支出 平成２７年度支出負担行為書（教育連絡調整費以外） 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 支出 平成２８年度支出負担行為書（教育連絡調整費） 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 支出 平成２８年度支出負担行為書（教育連絡調整費以外） 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 支出 平成２９年度支出負担行為書（教育連絡調整費） 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 支出 平成２９年度支出負担行為書（教育連絡調整費以外） 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 支出 平成３０年度支出負担行為書等　教育環境課　運営費（需用費） 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1日 紙 事務室

財務 支出 平成３０年度支出負担行為書等　教育環境課　運営費（需用費以外） 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 支出 平成３０年度支出負担行為書等　高等学校課事業 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1日 紙 事務室

財務 支出 平成３０年度支出負担行為書等　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1日 紙 事務室

財務 支出 平成３０年度支出負担行為書等　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1日 紙 事務室

財務 支出 平成３０年度支出負担行為書等　教育人材開発課事業　その他各課事業 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1日 紙 事務室

財務 支出 平成２４年度物品購入伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２５年度物品購入伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２６年度物品購入伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２７年度物品購入伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２８年度物品購入伺 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２９年度物品購入伺 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 支出 平成２４年度マニフェスト関係 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

財務 支出 平成２５年度マニフェスト関係 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

財務 支出 平成２６年度マニフェスト関係 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 支出 平成２７年度マニフェスト関係 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 支出 平成２８年度マニフェスト関係 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 支出 平成２９年度マニフェスト関係 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 支出 平成３０年度マニフェスト関係 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 支出 平成２２年度報償費 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２３年度報償費 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２４年度報償費 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２５年度報償費 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２６年度報償費 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 事務室倉庫

財務 支出 平成２７年度報償費 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 支出 平成２８年度報償費 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 支出 平成２９年度報償費 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 支出 理科教育振興設備関係 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 支出 平成25年度　同窓会会計関係文書綴 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

財務 支出 平成26年度　同窓会会計関係文書綴 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
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財務 支出 平成27年度　同窓会会計関係文書綴 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

財務 支出 平成28年度　同窓会会計関係文書綴 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

財務 支出 平成29年度　同窓会会計関係文書綴 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

財務 支出 平成30年度　同窓会会計関係文書綴 5 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

財務 収入 現金出納簿 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 事務室倉庫

財務 収入 現金出納簿 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 事務室倉庫

財務 収入 現金出納簿 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 事務室倉庫

財務 収入 現金出納簿 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 事務室倉庫

財務 収入 平成27年度　現金出納簿 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1日 紙 事務室倉庫

財務 収入 平成28年度　現金出納簿 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 収入 平成29年度　現金出納簿 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 収入 平成30年度　現金出納簿 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 収入 歳入表 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 事務室倉庫

財務 収入 歳入表 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 事務室倉庫

財務 収入 歳入表 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 事務室倉庫

財務 収入 歳入表 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 事務室倉庫

財務 収入 歳入表 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 事務室倉庫

財務 収入 歳入表 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 収入 歳入表 5 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 収入 収入証拠書類(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 事務室倉庫

財務 収入 収入調書(H25) 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 事務室倉庫

財務 収入 収入調書(H26) 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 事務室倉庫

財務 収入 収入調書(H27) 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 事務室倉庫

財務 収入 収入調書(H28) 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 事務室倉庫

財務 収入 収入調書(H29) 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 収入 収入調書(H30) 5 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 収入 収納状況一覧表 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 事務室倉庫

財務 収入 収納状況一覧表 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 事務室倉庫

財務 収入 収納状況一覧表 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 事務室倉庫

財務 収入 収納状況一覧表 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 事務室倉庫

財務 収入 授業料等 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 事務室

財務 収入 授業料等 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 事務室

財務 収入 授業料等 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 事務室

財務 収入 授業料等 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 収入 授業料等 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 収入 授業料等 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 収入 授業料等 5 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 収入 就学支援金関係 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

財務 収入 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

財務 収入 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

財務 収入 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

財務 収入 就学支援金関係 5 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 収入 出納員管理口座受払簿 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 事務室倉庫

財務 収入 出納員管理口座受払簿 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 事務室倉庫

財務 収入 出納員管理口座受払簿 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 事務室倉庫

財務 収入 出納員管理口座受払簿 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 事務室倉庫

財務 収入 出納員管理口座受払簿 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1日 紙 事務室倉庫

財務 収入 出納員管理口座受払簿 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 収入 出納員管理口座受払簿 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 収入 出納員管理口座受払簿 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 収入 調定状況一覧表 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 事務室

財務 収入 調定状況一覧表 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 事務室

財務 収入 調定状況一覧表 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 事務室

財務 収入 調定状況一覧表 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 事務室

財務 収入 学校徴収金関係 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

財務 総括 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



大分類 小分類

記録
媒体の
種別

保存場所
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

財務 総括 平成27年度　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 総括 平成28年度　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 総括 平成29年度　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

財務 総括 平成30年度　会計関係 5 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 廨長・出納員引継関係 10 使用中 廃棄 平成14年4月1日 紙 事務室

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 事務室倉庫

財務 総括 月計対照個別表 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 月計対照個別表 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 月計対照個別表 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 財産台帳関係（工作物・立木等） 常用

財務 総括 証紙徴収整理簿 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

財務 総括 証紙徴収整理簿 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

財務 総括 証紙徴収整理簿 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

財務 総括 証紙徴収整理簿 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 紙 事務室

財務 総括 証紙徴収整理簿 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 紙 事務室

財務 総括 証紙徴収整理簿 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 紙 事務室

財務 総括 証紙徴収整理簿 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 紙 事務室

財務 総括 平成４年度起　例規（会計） 常用 紙 事務室

財務 総括 例規（会計） 常用 紙 事務室

財務 総括 例規（授業料） 常用 紙 事務室

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高校大体育館サッシ取替）（Ｓ５８） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事）（Ｓ６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事）（Ｓ６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校管理教室棟耐震改修工事（建築）サッシ）（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校既存校舎改修工事　Ｓ６０） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校校舎増改築工事　Ｓ６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校校舎増改築工事　仮設計画図　Ｓ６１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （県立鳥取商業高等学校校舎増改築工事　施工図　Ｓ６１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 （施工図面　文化シヤッター　Ｓ６１～６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 (不二サッシ　使用確認書等　Ｓ６１～６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 (不二サッシ　特別教室棟建具配置図等　Ｓ６１～６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 １８　階段昇降機設置工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 １８　グラウンド防砂ネット設置工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 １８　プール改修工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 １９　南校舎非常階段手摺り他取替工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 １９年度　グランド防砂ネット設置工事　施工計画書 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ６０　校舎増改築　電気・機械設備 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ６１　県立鳥取商業高等学校校舎増改築（機械設備）工事　既存（南棟）改修 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ６１　鳥取商業高等学校校舎増改築（電気設備）工事　既存（南棟）改修 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ６１～６２　校舎増改築 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ６１～６３　校舎増改築(機械設備）完成図（指定部分） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ６１鳥商増改築工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ３４．５．１　鳥商高第１工事　設計図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ３５．３　鳥商高第２期工事　設計図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ３７　鳥取商業高校　校舎増築工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６０　校舎増改築（建築）（南棟・特別教室棟含む） 常用 紙 事務室倉庫
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財務 庁舎管理 Ｓ６１　校舎増改築　既存（南棟）改修 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６１～６２　県立鳥取商業高等学校校舎増改築（電気設備）工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６１～６２　校舎増改築（機械設備）　完成図・施工図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６１～６２　校舎増改築（電気設備）完成図（南棟含む） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６２　県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６２　県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｓ６２　県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事　設計図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　鳥取商業高等学校トレーニングルーム改修工事 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 自転車小屋LED照明（省エネルギー型設備導入事業） 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 事務室

財務 庁舎管理 特別教室棟耐震改修工事　平成24年度 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 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事（建築）（機械設備）（電気設備）設計図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事（建築）（機械設備）（電気設備）設計図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事（機械設備・電気設備）施工図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 Ｈ２４　県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事（機械設備・電気設備）施工図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 引渡し明細書　Ｈ２４特別教室棟耐震改修工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　保全に関する資料 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　保全に関する資料 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図書他工事資料一式（建築） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図書他工事資料一式（機械設備） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校特別教室棟耐震改修工事　完成図書他工事資料一式（電気設備） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟（南棟）耐震改修工事　完成図書他工事資料一式 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 完成図書工事名県立鳥取商業高校図書室他　空調機取替工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 完成図書工事名県立鳥取商業高校図書室他　空調機取替工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 完図書　工事名　県立鳥取商業高等学校図書室他空調機取替工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 管理教室棟耐震改修工事(建築）竣工図書 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 機械取扱説明書県立鳥取商業高等学校冷房施設工事（電気設備） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 機械取扱説明書県立鳥取商業高等学校冷房施設工事（電気設備） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 グラウンド防砂ネット設置工事　工事完成書類 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 グランド排水改修工事　完成図書 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 グランド排水関係綴 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成24年度県立教育施設建築設備定期点検業務委託(東部地区Ｂ） 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 平成25年度県立教育施設建築設備定期点検業務委託(東部地区Ｂ） 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 平成27年度県立教育施設建築設備定期点検業務委託(東部地区Ｂ） 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13日 紙 事務室

財務 庁舎管理 平成28年度県立教育施設建築設備定期点検業務委託(東部地区Ｂ） 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8日 紙 事務室

財務 庁舎管理 平成29年度県立教育施設建築設備定期点検業務委託(東部地区Ｂ） 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8日 紙 事務室

財務 庁舎管理 県立鳥取商業　野球グラウンド整備工事（平成１７年３月） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校　野球グランド整備工事（Ｈ１６） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事　完成図（Ｓ６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校汚水処理施設工事　施工図（Ｓ６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟ＦＦ暖房機取替工事（Ｈ２２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟屋上防水改修工事（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟耐震改修工事（機械設備）（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟耐震改修工事（建築）完成図（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟耐震改修工事（建築）施工図（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟耐震改修工事（電気設備）完成図（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校管理教室棟耐震改修工事（電気設備）完成図（Ｈ２１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校グランド排水改修工事（Ｈ２０） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校公共下水切替工事　完成図（Ｈ２０） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校校舎増改築（機械設備）工事　完成図・施工図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校校舎増改築（電気設備）工事　完成図 常用 紙 事務室倉庫
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財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校校舎増改築(電気設備）工事　完成図書（Ｓ６１～６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校校舎増改築工事に伴う地質調査（Ｓ６０） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校校舎増築改築（機械設備）工事　完成図書 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校コンピューター教室改造工事（Ｈ９） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校情報処理棟改修（電気工事）完成図（Ｈ１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校情報処理棟改修（電気工事）完成図（Ｈ１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校情報処理棟改修工事（Ｈ１１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校情報処理棟改修工事（機械設備）完成図（Ｈ１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校情報処理棟改修工事（建築）完成図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校情報処理棟改修工事（建築）完成図原図（Ｈ１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理
県立鳥取商業高等学校体育改築工事（機械設備）完成設備
Ⅰ期

常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事　洗心館改修（指定部分１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（Ｈ１１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（機械設備）完成図（Ｈ１１～１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設）　正　工事写真　No．2 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設）工事写真　No．1 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設）工事写真　No．3 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設）工事写真　No．4 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設）工事写真　No．5 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建設）正　施行計画書　No．1 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（建築）完成図（Ｈ１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（電気設備）完成図（Ｈ１１～１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築工事（電気設備）施工図（Ｈ１１～１２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築等（機械設備）工事　完成図　施工図（Ｓ６３） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築等（電気設備）工事　完成図書（Ｓ６３） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築等機械設備工事　完成図書（Ｓ６３） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築等機械設備工事（Ｓ６３） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築等工事（Ｓ６３） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館改築等電気設備工事（Ｓ６３） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館増設に伴う給排水消火栓設備工事工程写真集（Ｓ４１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校体育館等改築工事（Ｈ１１） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校同窓会館洗心館改築工事　完成図（Ｈ２１～２２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校同窓会館洗心館改築工事（Ｈ２１～２２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校図書室他空調機取替工事　完成図（Ｈ１５） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校冷暖房施設改修工事工事写真帳 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校プール改修工事　洗心館トイレ改修工事（Ｈ１７） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校冷房設備設置工事(機械設備）　完成図（Ｈ１６・１７） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校冷房設備設置工事(機械設備）　設備完成図（Ｈ１６・１７） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥取商業高等学校冷房設備設置工事(電気設備）　完成図（Ｈ１６・１７） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理

県立鳥取商業高等学校冷房設備設置工事（電気設備）完
成図書Ⅰ期（着工　平成17年2月2日、完成平成17年5月31
日）

常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥商情報処理科実習室新築工事（Ｓ４９） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 県立鳥商情報処理科実習室新築電気工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 工事写真　県立鳥取商業高等学校　グランド側溝改修工事（Ｈ１７） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理
工事名　県立鳥取商業FF式暖房機取替及び１階オイル別タ
ンクボールタップ取替工事　Ⅰ期平成１６年３月１９日まで

常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 校舎増改築（電気設備）完成図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 黒板･掲示板　施工図面（Ｓ６１～６２） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 サーバー室エアコン取替工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 仮設校舎設計図書（Ｓ６０） 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 昭和４７年度　県立鳥取商業高等学校水泳プール新設工事　設計図 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 昭和４９年度起　情報処理棟建築関係等綴 常用 紙 事務室倉庫
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財務 庁舎管理 昭和６３年度（平成元年３月完成）県立鳥取商業高等学校体育館改築等工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 小体育館床改修他工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ハイブリッド外灯設置工事　完成図書 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 ハイブリッド独立電源照明灯　完成書類 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成１１年度　県立鳥取商業高等学校　情報処理棟改修工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成１５年度　県立鳥取商業高等学校図書室他空調機取替工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成15年度　図書室外空調機取替工事　１５ 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成１６・１７年度　県立鳥取商業高等学校冷房設備設置工事（機械設備）(電気設備) 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成１９年度　県立鳥取商業高等学校プール改修工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成１９年度　プール改修工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成８年度　県立鳥取商業高等学校創作･交流ホール新築工事 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成十七年度県立鳥取商業高等学柔道場畳改修工事完成図書綴り 常用 紙 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成２７年度　監視カメラ設置工事 常用 紙 事務室

財務 庁舎管理 平成２７年度　普通教室他蛍光灯改修工事 常用 紙 事務室

財務 庁舎管理 平成２７年度　調理室・音楽室エアコン設置工事 常用 紙 事務室

財務 庁舎管理 平成２７年度　情報処理実習室床等改修工事 常用 紙 事務室

財務 庁舎管理 平成２７年度　屋内運動場非構造部材耐震改修工事 常用 紙 事務室

財務 庁舎管理 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 庁舎管理 環境にやさしい県庁率先行動計画 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 庁舎管理 自家用電気工作物関係書類綴（平成24年度） 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 自家用電気工作物関係書類綴（平成25年度） 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 自家用電気工作物関係書類綴（平成26年度） 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 自家用電気工作物関係書類綴（平成27年度） 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 自家用電気工作物関係書類綴（平成28年度） 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 自家用電気工作物関係書類綴（平成29年度） 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 庁舎管理 自家用電気工作物関係書類綴（平成30年度） 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 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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 事務室

財務 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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 事務室

財務 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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

財務 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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 庁舎管理 消防用設備等点検結果報告書 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 庁舎管理 平成２４年度学校管理日誌 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成２５年度学校管理日誌 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成２６年度学校管理日誌 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成２７年度学校管理日誌 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成２８年度学校管理日誌 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 事務室倉庫

財務 庁舎管理 平成２９年度学校管理日誌 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 事務室

財務 庁舎管理 平成３０年度学校管理日誌 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 事務室

財務 庁舎管理 平成２４年度　営繕 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 平成２５年度　営繕 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 平成２６年度　営繕 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 平成２７年度　営繕 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 平成２８年度　営繕 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 平成２９年度　営繕要望関係 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 庁舎管理 平成３０年度　営繕要望関係 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 物品 ＰＣＢ関係 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

財務 物品 ＰＣＢ関係 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
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財務 物品 ＰＣＢ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 物品 ＰＣＢ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 物品 ＰＣＢ使用照明器具調査報告書 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 事務室

財務 物品 危険物品管理簿 常用 紙 事務室

財務 物品 寄附物品関係 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

財務 物品 寄附物品関係 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

財務 物品 寄附物品関係 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 物品 寄附物品関係 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 寄附物品関係 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 寄附物品関係 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 寄附物品関係 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 物品 検査票 常用 紙 事務室

財務 物品 産業教育設備台帳 常用 紙 事務室

財務 物品 出納簿一覧表 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 事務室

財務 物品 出納簿一覧表 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 事務室

財務 物品 出納簿一覧表 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 事務室

財務 物品 出納簿一覧表 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 事務室

財務 物品 出納簿一覧表 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 事務室

財務 物品 被服関係 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

財務 物品 被服関係 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

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26年4月1日 紙 事務室

財務 物品 被服関係 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 被服関係 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 被服関係 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 被服関係 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 物品 被服管理簿 常用 電子データ 事務室

財務 物品 普通科等家庭科設備管理簿 常用 紙 事務室

財務 物品 物品関係（貸付・処分等） 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 事務室

財務 物品 物品保管主任任命 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 事務室

財務 物品 物品保管主任任命 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 事務室

財務 物品 物品保管主任任命 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 事務室

財務 物品 物品保管主任任命 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 物品保管主任任命 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 物品保管主任任命 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 物品 物品保管主任任命 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 物品 物品保管主任任命 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 物品保管主任任命 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 物品保管主任任命 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 物品保管主任任命 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 物品 郵券印紙受払簿 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 電子データ・紙 事務室

財務 物品 郵券印紙受払簿 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

財務 物品 郵券印紙受払簿 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

財務 物品 郵券印紙受払簿 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 物品 郵券印紙受払簿 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 物品 郵券印紙受払簿 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 物品 郵券印紙受払簿 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 物品 理科教育振興設備台帳 常用 電子データ・紙 事務室

財務 予算 収入支出予定額調書 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

財務 予算 平成２５年度予算要求関係 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

財務 予算 平成２６年度予算要求関係 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

財務 予算 平成２７年度予算要求関係 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 予算 平成２８年度予算要求関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 事務室

財務 予算 平成２９年度予算要求関係 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 予算 平成３０年度予算要求関係 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 予算 平成３１年度予算要求関係 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
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財務 予算 令達書 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 予算 令達書 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 予算 令達書 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 予算 令達書 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 予算 令達書 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 予算 令達書 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 予算 令達書 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

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談関係 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 教育相談室

指導 教育相談 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 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 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 教育相談日誌 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 教育相談室

指導 教育相談 教育相談日誌 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 教育相談室

指導 教育相談 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 教育相談 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 教育相談 スクールカウンセラー日誌 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 スクールカウンセラー日誌 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 スクールカウンセラー日誌 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 スクールカウンセラー日誌 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 教育相談室

指導 教育相談 スクールカウンセラー日誌 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 教育相談室

指導 教育相談 スクールカウンセラー日誌 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 教育相談 スクールカウンセラー日誌 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 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 教育相談 特別支援関係 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 教育相談室

指導 人権教育 人権教育関係 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

指導 人権教育 人権教育関係 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

指導 人権教育 人権教育関係 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

指導 人権教育 人権教育関係 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 職員室

指導 人権教育 人権教育関係 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 職員室

指導 人権教育 人権教育関係 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 職員室

指導 人権教育 人権教育関係 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 職員室

指導 進路 平成24年度　1年校外模試（進学） 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 平成24年度　2年校外模試（進学） 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 平成24年度　3年校外模試（進学） 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 平成25年度　1年校外模試（進学） 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 平成25年度　2年校外模試（進学） 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 平成25年度　3年校外模試（進学） 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 平成24年度　1年模試会計（進学） 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 平成24年度　2年模試会計（進学） 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 平成24年度　3年模試会計（進学） 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 平成25年度　1～3年模試会計（進学） 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 平成26年度　1～3年模試会計（進学） 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 平成27年度　1～3年模試会計（進学） 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 進路 平成28年度　1～3年模試会計（進学） 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 進路 平成29年度　1～3年校外模試・模試会計（進学） 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 進路指導室

指導 進路 平成30年度　1～3年校外模試・模試会計（進学） 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 進路指導室
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指導 進路 報告・通達文書（就職） 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 報告・通達文書（就職） 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 報告・通達文書（就職） 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 報告・通達文書（就職） 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2日 紙 進路指導室

指導 進路 報告・通達文書（就職） 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 進路 報告・通達文書（就職） 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 進路 報告・通達文書（就職） 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 進路 報告・通達文書（進学） 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 報告・通達文書（進学） 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 報告・通達文書（進学） 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 報告・通達文書（進学） 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 進路 報告・通達文書（進学） 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 進路 報告・通達文書（進学） 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 進路指導室

指導 進路 報告・通達文書（進学） 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 進路指導室

指導 生徒会 生徒会 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 職員室

指導 生徒会 生徒会 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 職員室

指導 生徒会 生徒会（会計） 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 生徒会（会計） 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 生徒会（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 職員室

指導 生徒会 生徒会（会計） 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 生徒会 生徒会（会計） 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 生徒会 生徒会（会計） 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 TEAS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

指導 生徒指導 TEAS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 職員室

指導 生徒指導 TEAS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 職員室

指導 生徒指導 TEAS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 職員室

指導 生徒指導 安全教育関係 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

指導 生徒指導 安全教育関係 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

指導 生徒指導 安全教育関係 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

指導 生徒指導 生徒指導関係 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

指導 生徒指導 生徒指導関係 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

指導 生徒指導 生徒指導関係 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

指導 生徒指導 生徒指導関係 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 職員室

指導 生徒指導 生徒指導関係 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 職員室

指導 生徒指導 生徒指導関係 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 職員室

指導 生徒指導 生徒指導関係 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 職員室

指導 生徒指導 防災教育関係 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

指導 生徒指導 防災教育関係 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

指導 生徒指導 防災教育関係 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

指導 生徒指導 防災教育関係 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 職員室

指導 生徒指導 防災教育関係 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 職員室

指導 生徒指導 防災教育関係 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 職員室

指導 生徒指導 防災教育関係 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 職員室

人事給与 給与 起平成１７年度　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17年4月1日 紙 事務室倉庫

人事給与 給与 給与所得者の扶養控除等(異動）申告書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 給与所得者の扶養控除等(異動）申告書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 給与所得者の扶養控除等(異動）申告書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 給与所得者の扶養控除等(異動）申告書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 給与所得者の扶養控除等(異動）申告書 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 給与所得者の扶養控除等(異動）申告書 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 給与 給料諸手当内訳書 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

人事給与 給与 源泉徴収簿 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 事務室倉庫

人事給与 給与 源泉徴収簿 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 事務室倉庫

人事給与 給与 源泉徴収簿 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 事務室倉庫

人事給与 給与 源泉徴収簿 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 源泉徴収簿 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
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人事給与 給与 子ども手当関係 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

人事給与 給与 子ども手当受給者台帳 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

人事給与 給与 資金前渡精算書（給与） 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 資金前渡精算書（給与） 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 資金前渡精算書（給与） 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 資金前渡精算書（給与） 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 児童手当 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 住居届住居手当認定簿 5 使用中 廃棄 紙 事務室

人事給与 給与 昇給・昇格通知書 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

人事給与 給与 昇給・昇格通知書 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

人事給与 給与 昇給・昇格通知書 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

人事給与 給与 昇給・昇格通知書 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

人事給与 給与 昇給・昇格通知書 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

人事給与 給与 昇給・昇格通知書 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

人事給与 給与 通勤届 5 使用中 廃棄 平成17年4月1日 紙 事務室

人事給与 給与 年末調整（給与）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

人事給与 給与 年末調整（給与）H25 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 年末調整（給与）H26 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 年末調整（給与）H27 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 年末調整（給与）H28 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 年末調整（給与）H29 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 年末調整（給与）H30 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 平成２４年度給与関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度給与関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度給与関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度給与関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度給与関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度給与関係 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

人事給与 給与 平成３０年度給与関係 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1日 紙 事務室

人事給与 給与 平成２４年度給与入力関係 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 平成２５年度給与入力関係 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 平成２６年度給与入力関係 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 平成２７年度給与入力関係 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 平成２８年度給与入力関係 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 平成２９年度給与入力関係 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

人事給与 給与 平成３０年度給与入力関係 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

人事給与 給与 平成２４年度給料諸手当内訳書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度給料諸手当内訳書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度給料諸手当内訳書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度給料諸手当内訳書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度給料諸手当内訳書 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度給料諸手当内訳書 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 平成２４年度資金前渡精算書（給与） 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度資金前渡精算書（給与） 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度資金前渡精算書（給与） 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度資金前渡精算書（給与） 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度資金前渡精算書（給与） 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 平成２４年度報酬台帳 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度報酬台帳 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度報酬台帳 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度報酬台帳 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度報酬台帳 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度報酬台帳 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

人事給与 給与 平成３０年度報酬台帳 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
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人事給与 給与 平成２４年度旅費関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度旅費関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度旅費関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度旅費関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度旅費関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度旅費関係 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

人事給与 給与 平成３０年度旅費関係 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

人事給与 給与 平成２４年度　各種給与関係リスト 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度　各種給与関係リスト 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度　各種給与関係リスト 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度　各種給与関係リスト 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度　各種給与関係リスト 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 平成２９年度　各種給与関係リスト 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 平成２４年度社会保険関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度社会保険関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度社会保険関係 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度社会保険関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度社会保険関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度社会保険関係 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

人事給与 給与 平成３０年度社会保険関係 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

人事給与 給与 平成２４年度調査関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度調査関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度調査関係 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度調査・回答綴 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度調査・回答綴 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度調査・回答綴 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 事務室

人事給与 給与 平成３０年度調査・回答綴 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

人事給与 給与 平成２４年度扶養手当に係る事後確認 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２５年度扶養手当に係る事後確認 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２６年度扶養手当に係る事後確認 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２７年度扶養手当に係る事後確認 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２８年度扶養手当に係る事後確認 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 事務室倉庫

人事給与 給与 平成２９年度扶養手当に係る事後確認 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 平成３０年度扶養手当に係る事後確認 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 平成３０年度住居手当に係る事後確認 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 人事 旧職員履歴書 常用 紙 事務室

人事給与 人事 旧姓使用職員台帳 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

人事給与 人事 教職員名簿 20 平成24年4月1日 平成44年3月31日 廃棄 平成23年4月1日 紙 事務室

人事給与 人事 人事異動通知書 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 事務室

人事給与 人事 人事異動通知書 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 人事異動通知書 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 人事異動通知書 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 人事 人事異動通知書 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1日 紙 事務室

人事給与 人事 人事異動通知書 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

人事給与 人事 人事異動通知書 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

人事給与 人事 人事異動通知書 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

人事給与 人事 人事関係 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

人事給与 人事 人事関係 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 人事関係 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

人事給与 人事 人事関係 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

人事給与 人事 人事関係 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

人事給与 人事 人事関係 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

人事給与 人事 人事関係 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

人事給与 人事 人事関係 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1日 紙 事務室

人事給与 人事 出納員等任免発令関係 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
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人事給与 人事 出納員等任免発令関係 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 ＤＢ 事務室

人事給与 人事 防火管理者関係 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

人事給与 人事 履歴書 常用 紙 事務室

人事給与 総括 公務災害・通勤災害関係 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

人事給与 総括 平成24年度起　例規（給与） 常用 紙 事務室倉庫

人事給与 総括 平成4年度起　例規（人事） 常用 紙 事務室倉庫

人事給与 総括 例規（給与） 常用 紙 事務室

人事給与 総括 例規（旅費） 常用 紙 事務室

人事給与 服務 非常勤職員の勤務時間割振管理簿 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 職員室

人事給与 服務 平成２４年度　週休日の指定及び振替管理簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２５年度　週休日の指定及び振替管理簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２６年度　週休日の指定及び振替管理簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２７年度　週休日の指定及び振替管理簿 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 紙 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２８年度　週休日の指定及び振替管理簿 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 紙 事務室

人事給与 服務 平成２９年度　週休日の指定及び振替管理簿 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 紙 事務室

人事給与 服務 平成２４年度休暇簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２５年度休暇簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２６年度休暇簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２７年度休暇簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２８年度休暇簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２９年度休暇簿 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・DB 事務室

人事給与 服務 平成３０年度休暇簿 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・DB 事務室

人事給与 服務 平成２４年度出勤簿 5 平成25年4月1日 平成30年3月31日 廃棄 平成24年4月1日 紙 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２５年度出勤簿 5 平成26年4月1日 平成31年3月31日 廃棄 平成25年4月1日 紙 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２６年度出勤簿 5 平成27年4月1日 平成32年3月31日 廃棄 平成26年4月1日 紙 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２７年度出勤簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２８年度出勤簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２９年度出勤簿 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 平成３０年度出勤簿 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 平成２４年度特殊勤務実績簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２５年度特殊勤務実績簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２６年度特殊勤務実績簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２７年度特殊勤務実績簿 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 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２８年度特殊勤務実績簿 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 平成２９年度特殊勤務実績簿 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 廃棄 平成29年4月1日 紙 事務室

人事給与 服務 平成２４年度　旅行命令簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２５年度　旅行命令簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２６年度　旅行命令簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２７年度　旅行命令簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２８年度　旅行命令簿 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・DB 事務室倉庫

人事給与 服務 平成２９年度　旅行命令簿 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・DB 事務室

人事給与 服務 平成３０年度　旅行命令簿 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・DB 事務室

人事給与 報酬賃金 ALT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 報酬賃金 ALT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 報酬賃金 ALT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 報酬賃金 ALT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 報酬賃金 ALT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 報酬賃金 ALT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

人事給与 報酬賃金 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1日 紙 事務室

人事給与 報酬賃金 PTA職員関係 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 報酬賃金 PTA職員関係 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 報酬賃金 PTA職員関係 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 報酬賃金 PTA職員関係 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 報酬賃金 PTA職員関係 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 報酬賃金 PTA職員関係 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
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人事給与 報酬賃金 PTA職員関係 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

人事給与 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）H25 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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）H26 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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）H27 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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）H28 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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）H29 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 報酬賃金 年末調整（報酬・賃金）H30 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 報酬賃金 平成２４年度報酬・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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 平成２５年度報酬・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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 平成２６年度報酬・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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 平成２７年度報酬・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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 平成２８年度報酬・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 事務室倉庫

人事給与 報酬賃金 平成２９年度報酬・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

人事給与 報酬賃金 平成３０年度報酬・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

人事給与 旅費 平成２４年度自家用車登録申請書 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 事務室倉庫

人事給与 旅費 平成２５年度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 事務室倉庫

人事給与 旅費 平成２６年度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 事務室倉庫

人事給与 旅費 平成２７年度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 事務室倉庫

人事給与 旅費 平成２８年度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 事務室倉庫

人事給与 旅費 平成２９年度自家用車登録申請書 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 旅費 平成３０年度自家用車登録申請書 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

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 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・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 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・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 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・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 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・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日
紙・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 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・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 県立高等学校入学者選抜関係 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・USB

ﾒﾓﾘ
応接室

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒異動関係 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 生徒台帳 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

生徒 学籍 卒業証書台帳 常用 紙 事務室

生徒 学籍 入学許可願・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1日 紙 事務室

生徒 学籍 入学許可願・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

生徒 学籍 入学許可願・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

生徒 学籍 入学許可願・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1日 紙 事務室

生徒 学籍 入学許可願・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 事務室

生徒 学籍 入学許可願・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 事務室

生徒 学籍 入学許可願・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 事務室

生徒 健康管理 学校医（内科）執務記録簿 5 使用中 廃棄 平成15年4月1日 紙 保健室

生徒 健康管理 学校医（眼科）執務記録簿　 5 使用中 廃棄 平成16年4月1日 紙 保健室

生徒 健康管理 学校医（歯科）執務記録簿 5 使用中 廃棄 平成15年4月1日 紙 保健室

生徒 健康管理 学校薬剤師執務記録簿 5 使用中 廃棄 平成15年4月1日 紙 保健室
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生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 学校保健統計調査 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心臓疾患精密検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 心電図・胸部レントゲン検査結果 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 スポーツ振興センター災害給付　同意書･委任状 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

生徒 健康管理 生徒健康診断票 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 保健室

生徒 健康管理 生徒健康診断票 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 保健室

生徒 健康管理 生徒健康診断票 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 保健室

生徒 健康管理 生徒健康診断票 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 廃棄 平成27年4月1日 紙 保健室

生徒 健康管理 生徒健康診断票 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 廃棄 平成28年4月1日 紙 保健室

生徒 健康管理 生徒健康診断票 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 保健室

生徒 健康管理 生徒健康診断票 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 保健室

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）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 保健室

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）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 保健室

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）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 保健室

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）報告書 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

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）報告書 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 保健室

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）報告書 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 保健室

生徒 健康管理 日本スポーツ振興センター災害（継続）報告書 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 保健室

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 尿検査結果　 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

生徒 健康管理 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

生徒 健康管理 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

生徒 健康管理 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

生徒 健康管理 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

生徒 健康管理 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

生徒 健康管理 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
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生徒 健康管理 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 健康管理 学校環境衛生検査（空気、照度） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（その他） 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

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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 職員室

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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 職員室

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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 職員室

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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

生徒 奨学 奨学金（鳥取県奨学育英会） 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

生徒 奨学 奨学金（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 職員室

生徒 奨学 奨学金（日本学生支援機構） 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

生徒 奨学 奨学金（日本学生支援機構） 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

生徒 奨学 奨学金（日本学生支援機構） 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

生徒 奨学 奨学金（日本学生支援機構） 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

生徒 奨学 奨学金（日本学生支援機構） 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

生徒 奨学 奨学金（日本学生支援機構） 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

生徒 証明 平成24年度 各種証明書交付申請願 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2日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成25年度 各種証明書交付申請願 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成26年度 各種証明書交付申請願 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成27年度 各種証明書交付申請願 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成28年度 各種証明書交付申請願 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 事務室倉庫

生徒 証明 平成29年度 各種証明書交付申請願 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

生徒 証明 平成30年度 各種証明書交付申請願 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

生徒 証明 平成24年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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2日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成25年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成26年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成27年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成28年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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 事務室倉庫

生徒 証明 平成29年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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

生徒 証明 平成30年度 各種証明書交付申請願（在校生用） 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

生徒 証明 平成24年度 各種証明書発行台帳 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 事務室倉庫

生徒 証明 平成25年度 各種証明書発行台帳 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成26年度 各種証明書発行台帳 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成27年度 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3日 紙 事務室倉庫

生徒 証明 平成28年度　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

生徒 証明 平成29年度　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

生徒 証明 平成30年度　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

総括 監査・検査 会計監査関係(19年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(20年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(21年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(22年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(23年度） 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 事務室倉庫
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総括 監査・検査 会計監査関係(24年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(25年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(26年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(27年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(28年度） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 会計監査関係(29年度） 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 監査・検査 会計監査関係(30年度） 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 監査・検査 定期監査調書(18年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(19年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(20年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(21年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(22年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(23年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(24年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(25年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(26年度決算） 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 事務室倉庫

総括 監査・検査 定期監査調書(27年度決算） 10 平成29年4月1日 平成39年3月31日 廃棄 平成28年2月1日 紙 事務室

総括 監査・検査 定期監査調書(28年度決算） 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 監査・検査 定期監査調書(29年度決算） 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 財産 ＰＣＢ関係 常用 紙 事務室

総括 財産 ＰＣＢ使用照明器具調査報告書 常用 紙 事務室

総括 財産 アスベスト関係 常用 紙 事務室

総括 総括 平成２９年度学校案内 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2日 紙 職員室

総括 総括 平成３０年度学校案内 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 職員室

総括 総括 学校基本調査（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

総括 総括 学校基本調査（H２５) 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 学校基本調査（H２６) 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 学校基本調査（H２７) 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

総括 総括 学校基本調査（H２８) 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 学校基本調査（H２９) 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 学校基本調査（H３０) 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 学校日誌（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 職員室

総括 総括 学校日誌（H25) 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 総括 学校日誌（H26) 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 学校日誌（H27) 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 学校日誌（H28) 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 学校日誌（H29) 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 学校日誌（H30) 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２８年度学校要覧 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 職員室

総括 総括 平成２９年度学校要覧 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 職員室

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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 事務室

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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 事務室

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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 事務室

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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 事務室

総括 総括 ごみ処理関係（マニフェスト票） 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 事務室

総括 総括 事業場調査（労働基準・安全衛生） 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

総括 総括 職員会議録（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 職員室

総括 総括 職員会議録（H２５） 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 総括 職員会議録（H２６） 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 職員会議録（H２７） 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 職員会議録（H２８） 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 職員会議録（H２９） 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 職員会議録（H３０） 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 庶務関係 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
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総括 総括 庶務関係 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 総括 庶務関係 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 総括 庶務関係 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

総括 総括 庶務関係 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

総括 総括 庶務関係 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

総括 総括 庶務関係 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

総括 総括 地方教育費調査（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

総括 総括 地方教育費調査（Ｈ２５） 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 地方教育費調査（Ｈ２６） 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 地方教育費調査（Ｈ２７） 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

総括 総括 地方教育費調査（Ｈ２８） 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 地方教育費調査（Ｈ２９） 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 地方教育費調査（Ｈ３０） 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 平成19年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成20年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成21年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成22年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成23年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成24年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成25年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成26年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成27年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成28年度　調査関係 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 事務室倉庫

総括 総括 平成29年度　調査関係 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

総括 総括 平成30年度　調査関係 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1日 紙 事務室

総括 総括 例規（運営） 常用 紙 事務室

総括 組織 平成24年度　ＰＴＡ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 平成25年度　ＰＴＡ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 平成26年度　ＰＴＡ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 平成27年度　ＰＴＡ関係 5 平成28年4月1日 平成33年3月31日 破棄 平成27年4月1日 紙 事務室

総括 組織 平成28年度　ＰＴＡ関係 5 平成29年4月1日 平成34年3月31日 破棄 平成28年4月1日 紙 事務室

総括 組織 平成29年度　ＰＴＡ関係 5 平成30年4月1日 平成35年3月31日 破棄 平成29年4月1日 紙 事務室

総括 組織 平成30年度　ＰＴＡ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 組織 協同業務関係 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 協同業務関係 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 協同業務関係 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 協同業務関係 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

総括 組織 協同業務関係 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

総括 組織 協同業務関係 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

総括 組織 協同業務関係 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

総括 組織 県費外会計関係（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

総括 組織 平成25年度　ＰＴＡ会計証拠書類① 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 平成26年度　ＰＴＡ会計証拠書類 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

総括 組織 平成27年度　ＰＴＡ会計証拠書類 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1日 紙 事務室

総括 組織 平成28年度　ＰＴＡ会計証拠書類 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1日 紙 事務室

総括 組織 平成29年度　ＰＴＡ会計証拠書類 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1日 紙 事務室

総括 組織 平成30年度　ＰＴＡ会計証拠書類 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1日 紙 事務室

総括 組織 平成25年度　部活動振興費会計　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

総括 組織 平成26年度　部活動振興費会計　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

総括 組織 平成27年度　部活動振興費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 平成28年度　部活動振興費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 平成29年度　部活動振興費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 平成30年度　部活動振興費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 平成25年度　諸会費会計　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

総括 組織 平成26年度　諸会費会計　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

総括 組織 平成27年度　諸会費会計　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1日 紙 事務室
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総括 組織 平成28年度　諸会費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 平成29年度　諸会費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 平成30年度　諸会費会計　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1日 紙 事務室

総括 組織 校長会(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 校長室

総括 組織 校長会(H25) 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 校長会(H26) 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 校長会(H27) 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 校長室

総括 組織 校長会(H28) 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 校長室

総括 組織 校長会(H29) 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 校長室

総括 組織 校長会(H30) 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 校長室

総括 組織 事務職員協会・研修会（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 事務室倉庫

総括 組織 事務職員協会・研修会（H25) 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 事務室倉庫

総括 組織 事務職員協会・研修会（H26) 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 事務室倉庫

総括 組織 事務職員協会・研修会（H27) 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 事務室倉庫

総括 組織 事務職員協会・研修会（H28) 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 組織 事務職員協会・研修会（H29) 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 組織 事務職員協会・研修会（H30) 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 組織 事務長会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

総括 組織 平成25年度　鳥取県立学校事務長会 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 平成26年度　鳥取県立学校事務長会 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 平成27年度　鳥取県立学校事務長会 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

総括 組織 平成28年度　鳥取県立学校事務長会 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 組織 平成29年度　鳥取県立学校事務長会 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 組織 平成30年度　鳥取県立学校事務長会 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 組織 同窓会関係 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

総括 組織 同窓会関係 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

総括 組織 同窓会関係 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

総括 組織 同窓会関係 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 職員室

総括 組織 同窓会関係 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 職員室

総括 組織 同窓会関係 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 職員室

総括 組織 同窓会関係 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 職員室

総括 組織 副校長・教頭会 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 職員室

総括 組織 副校長・教頭会 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 職員室

総括 組織 副校長・教頭会 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 職員室

総括 組織 副校長・教頭会 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

総括 組織 副校長・教頭会 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 副校長・教頭会 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 副校長・教頭会 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 表彰 教育表彰者名簿 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 事務室

総括 表彰 叙位・叙勲申請　 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 事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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･ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ
事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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･ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ
事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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･ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ
事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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
紙･ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ
事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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 ﾈｯﾄﾜｰｸ 事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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 ﾈｯﾄﾜｰｸ 事務室

総括 文書 一般文書処理簿 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 ﾈｯﾄﾜｰｸ 事務室

総括 文書 簡易事項処理簿 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 職員室

総括 文書 簡易事項処理簿 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 職員室

総括 文書 簡易事項処理簿 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 職員室

総括 文書 許認可に係る審査基準等 常用 紙 事務室

総括 文書 個人情報開示関係 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

総括 文書 個人情報保護制度関係 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

総括 文書 情報公開関係 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

総括 文書 商業科　発文書（H２８） 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 文書 商業科　受文書（H２８） 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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総括 文書 商業科　発文書（H２９） 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 文書 商業科　受文書（H２９） 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 文書 商業科　発文書（H３０） 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 文書 商業科　受文書（H３０） 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

福利厚生 共済・互助会 平成２４年度共済組合・互助会関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２５年度共済組合・互助会関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２６年度共済組合・互助会関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２７年度共済組合・互助会関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２８年度共済組合・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

福利厚生 共済・互助会 平成２９年度共済組合・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

福利厚生 共済・互助会 平成３０年度共済組合・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

福利厚生 共済・互助会 平成２４年度被扶養者認定関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２５年度被扶養者認定関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２６年度被扶養者認定関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２７年度被扶養者認定関係 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

福利厚生 共済・互助会 平成２８年度被扶養者認定関係 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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 職員室

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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 職員室

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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 職員室

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断関係（衛生委員会） 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 健康管理 教職員健康診断結果 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

福利厚生 総括 公立学校共済組合員名簿 5 使用中 廃棄 紙 事務室

福利厚生 総括 例規（共済） 常用 紙 事務室


