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2009 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（建設工契約業務部契約課長 2009年01月15日 7年 2022年01月14日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日2012年3月3 　A07-02-20110002
2009 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（測量・建契約業務部契約課長 2009年01月15日 7年 2022年01月14日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日2012年3月3 　A07-02-20110003
2014 庶務 庶務 契約調整課①平成２６年度その他 財務部契約調整課長 2015年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 取引停止関係、平成２５年～平成２８ 　A07-01-20150001
2014 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 財務部契約調整課長 2015年04月01日 5年 2021年03月31日 電子 サーバー 経理部契約課長 廃棄 　 A07-01-20150002
2012 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約課長 2013年04月01日 5年 2021年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20134007
2011 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約課長 2012年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20124006
2010 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約課長 2011年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016.3.31　 　A07-01-20114005
2008 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約課長 2009年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014.3.31　 　A07-01-20114003
2007 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約課長 2008年04月01日 5年 2021年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013.3.31　 　A07-01-20114002
2006 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約課長 2007年04月01日 5年 2021年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012.3.31　 　A07-01-20114001
2014 庶務 庶務 平成27年度　官公需関連 財務部契約調整課長 2015年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20160001
2012 庶務 庶務 平成26年度　官公需関連 財務部契約調整課長 2012年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20150003
2012 庶務 庶務 平成25年度　官公需関連 財務部契約調整課長 2012年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20150004
2012 庶務 庶務 平成24年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2012年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20132015
2010 庶務 庶務 平成22年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2010年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016.3.31　 　A07-01-20112013
2009 庶務 庶務 平成21年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2009年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2015.3.31　 　A07-01-20112012
2008 庶務 庶務 平成20年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2008年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014.3.31　 　A07-01-20112011
2007 庶務 庶務 平成19年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2007年04月01日 6年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013.3.31　 　A07-01-20112010
2006 庶務 庶務 平成18年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2006年04月01日 9年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012.3.31　 　A07-01-20112009
2012 庶務 庶務 免税アルコール　報告書　Ｈ24年度 契約業務部契約課長 2012年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20133011
2011 庶務 庶務 免税アルコール　報告書　Ｈ23年度 契約業務部契約課長 2011年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 　 A07-01-20123010
2010 庶務 庶務 免税アルコール　報告書　Ｈ22年度 契約業務部契約課長 2010年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016.3.31　 　A07-01-20113009
2002 庶務 庶務 免税アルコール　報告書　Ｈ14～H17契約業務部契約課長 2002年04月01日 13年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011.3.31　 　A07-01-20113004
2005 庶務 庶務 H17年度　グリーン購入法関連 契約業務部契約課長 2005年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 書庫 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011.3.31　 　A07-01-20115005
2014 工事等契約 工事等契約 平成26年度　稟議書綴　その他 経理部契約課長 2015年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A35-02-20150001
2014 工事等契約 工事等契約 平成26年度　稟議書綴 経理部契約課長 2015年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A35-02-20150002
2013 工事等契約 工事等契約 平成25年度　稟議書綴　その他 経理部契約課長 2014年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A35-02-20140001
2013 工事等契約 工事等契約 平成25年度　稟議書綴 経理部契約課長 2014年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A35-02-20140002
2012 工事等契約 工事等契約 平成24年度　稟議書綴　その他 経理部契約課長 2012年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A07-01-20130030
2012 工事等契約 工事等契約 平成24年度　稟議書綴 経理部契約課長 2012年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A35-02-20140003
2011 工事等契約 工事等契約 平成23年度　稟議書綴　その他 経理部契約課長 2011年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A07-01-20120029
2011 工事等契約 工事等契約 平成23年度　稟議書綴 経理部契約課長 2011年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 　 A07-01-20120028
2005 庶務 庶務 平成17年度　官公需関連 契約業務部契約課長 2005年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011.3.31　 　A07-01-20112008
2015 工事等契約 工事等契約 稟議書綴　その他 経理部契約課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2015002
2015 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 経理部契約課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2015004
2016 庶務 庶務 稟議書綴　その他 経理部契約課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2016002
2016 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 経理部契約課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2016004
2016 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 財務部契約調整課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 サーバー 経理部契約課長 廃棄 A05-02-2016001
2016 庶務 庶務 契約調整課①平成２８年度その他 財務部契約調整課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-2016002
2016 庶務 庶務 平成28・29・30年度一般競争（指名競財務部契約調整課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20166003
2016 庶務 庶務 競争参加者の資格に関する公示 財務部契約調整課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20166004
2017 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 和光契約課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20170001
2017 庶務 庶務 稟議書綴　その他 和光契約課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20170002
2017 庶務 庶務 稟議書綴　その他 経理部契約課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2017002
2017 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 経理部契約課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2017004
2017 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-2017001
2017 庶務 庶務 平成28・29・30年度一般競争（指名競財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所・サー財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20176003
2017 庶務 庶務 平成２７年度　契約審査委員会資料 財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20177003
2017 庶務 庶務 平成２８年度　契約審査委員会資料 財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20177004
2017 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（建設工財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20177006
2017 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（測量・建財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20177007
2017 庶務 庶務 平成２９年度　契約審査委員会資料 財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 サーバー 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20177008
2017 庶務 庶務 契約調整課①平成２９年度その他 財務部契約調整課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 平成29年度環境物品等の調達の方針 A05-02-20177009
2016 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（建設工財務部契約調整課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20166005
2016 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（測量・建財務部契約調整課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 財務部契約調整課長 廃棄 A05-02-20166006
2018 庶務 庶務 稟議書綴　その他 和光契約課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20180002
2018 庶務 庶務 稟議書綴　その他 経理部契約課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2018002
2018 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 経理部契約課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2018004
2018 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約第１課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 サーバー 契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-2018001
2018 庶務 庶務 契約調整課①平成３０年度その他 契約業務部契約第１課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所 契約業務部契約第１課長廃棄 平成29年度環境物品等の調達の方針 A05-02-20187009
2018 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（建設工契約業務部契約第１課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20187006
2018 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（測量・建契約業務部契約第１課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20187007
2018 庶務 庶務 平成28・29・30年度一般競争（指名競契約業務部契約第１課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20186003
2018 庶務 庶務 平成31・32・33年度 競争参加資格者契約業務部契約第1課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20188002
2018 工事等契約 工事等契約 平成31・32年度 競争参加者の資格に契約業務部契約第1課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20188003
2018 庶務 庶務 稟議書（10年保存） 契約業務部契約第1課長2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20188004
2018 庶務 庶務 規程の制定・改廃 契約業務部契約第1課長2019年04月01日 30年 2049年03月31日 紙・電子 事務所 契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20188005
2018 庶務 庶務 平成31・32・33年度 一般競争（指名競契約業務部契約第1課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20188006
2018 工事等契約 工事等契約 平成31・32年度 一般競争（指名競争契約業務部契約第1課長2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20188007
2018 契約審査委員会 契約審査委員会 平成３０年度契約審査委員会資料 契約業務部契約第1課 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 サーバー 契約業務部契約第1課 廃棄 A74-01-20188008
2016 庶務 庶務 取引停止関連 契約業務部契約第1課 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課 廃棄 A74-01-20166007
2019 庶務 庶務 稟議書綴　その他 和光契約課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20190002
2019 庶務 庶務 稟議書綴　その他 経理部契約課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2019002
2019 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 経理部契約課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2019004
2019 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約第１課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 サーバー 契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-2019001
2019 庶務 庶務 平成31・32・33年度 競争参加資格者契約業務部契約第1課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20198002
2019 工事等契約 工事等契約 平成31・32年度 競争参加者の資格に契約業務部契約第1課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20198003
2019 庶務 庶務 稟議書（10年保存） 契約業務部契約第1課長2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20198004
2019 庶務 庶務 平成28・29・30年度一般競争（指名競契約業務部契約第１課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20196003
2019 庶務 庶務 平成３1年度その他 契約業務部契約第１課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所 契約業務部契約第１課長廃棄 平成29年度環境物品等の調達の方針 A05-02-20197009
2019 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（建設工契約業務部契約第１課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20197006
2019 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（測量・建契約業務部契約第１課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20197007
2019 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 和光契約課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20190001
2019 工事等契約 工事等契約 平成31・32年度 一般競争（指名競争契約業務部契約第1課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20198007
2019 庶務 庶務 平成31・32・33年度 一般競争（指名競契約業務部契約第1課長2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20198006
2019 契約審査委員会 契約審査委員会 平成３０年度契約審査委員会資料 契約業務部契約第1課 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 サーバー 契約業務部契約第1課 廃棄 A74-01-20198008
2019 庶務 庶務 規程の制定・改廃 契約業務部契約第1課長2020年04月01日 30年 2050年03月31日 紙・電子 事務所 契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20198005
2020 庶務 庶務 平成31・32・33年度 競争参加資格者契約業務部契約第1課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20208002
2020 工事等契約 工事等契約 平成31・32年度 競争参加者の資格に契約業務部契約第1課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20208003
2020 庶務 庶務 稟議書（10年保存） 契約業務部契約第1課長2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20208004
2020 庶務 庶務 契約に係る情報HP公表 契約業務部契約第１課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 電子 サーバー 契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-2020001
2020 庶務 庶務 稟議書綴　その他 和光契約課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20200002
2020 庶務 庶務 稟議書綴　その他 経理部契約課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2020002



2020 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 経理部契約課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙 事務所 経理部契約課長 廃棄 A35-02-2020004
2020 庶務 庶務 平成31・32・33年度 一般競争（指名競契約業務部契約第1課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20208006
2020 契約審査委員会 契約審査委員会 平成３０年度契約審査委員会資料 契約業務部契約第1課 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 電子 サーバー 契約業務部契約第1課 廃棄 A74-01-20208008
2020 工事等契約 工事等契約 平成31・32年度 一般競争（指名競争契約業務部契約第1課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20208007
2020 工事等契約 工事等契約 稟議書綴 和光契約課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙 事務所 和光契約課長 廃棄 A35-02-20200001
2020 庶務 庶務 規程の制定・改廃 契約業務部契約第1課長2021年04月01日 30年 2051年03月31日 紙・電子 事務所 契約業務部契約第1課長廃棄 A74-01-20208005
2020 庶務 庶務 平成３1年度その他 契約業務部契約第１課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所 契約業務部契約第１課長廃棄 平成29年度環境物品等の調達の方針 A05-02-20207009
2020 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（建設工契約業務部契約第１課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20207006
2020 工事等契約 工事等契約 一般競争参加資格申請資料（測量・建契約業務部契約第１課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20207007
2020 庶務 庶務 平成28・29・30年度一般競争（指名競契約業務部契約第１課長2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所・サー契約業務部契約第１課長廃棄 A05-02-20206003
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