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2007 総務 総務 PHSアンテナ設置契約 総務課長 2007年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110039
1994 総括 総括 稟議書２（Ｈ２年３月～Ｈ５年１１月） 総務課長他 1994年04月01日 30年 2024年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2004年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-2
1996 総括 総括 稟議書３（Ｈ５年１２月～Ｈ８年１月） 総務課長他 1996年04月01日 30年 2026年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-3
2000 総括 総括 稟議書１６（Ｈ１１年）（５／１２）１１１００７－１１１００７ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-16
2000 総括 総括 稟議書１７（Ｈ１１年）（６／１２）１１１０１３－１１１１１０ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-17
2000 総括 総括 稟議書１８（Ｈ１１年）（７／１２）１１１１１０－１１１１３０ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-18
2000 総括 総括 稟議書１９（Ｈ１１年）（８／１２）１１１１３０－１１１２１４ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-19
2000 総括 総括 稟議書２１（Ｈ１１年）（１０／１２）１２０２０９－１２０２０９ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-21
2000 総括 総括 稟議書２２（Ｈ１１年）（１１／１２）１２０２０９－１２０３０２ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-22
2000 総括 総括 稟議書２３（Ｈ１１年）（１２／１２）１２０３０３－１２０３３１ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-23
2001 総括 総括 稟議書２４（Ｈ１２年）（１／５）１２０４０３－１２０５２９ 総務課長他 2001年04月01日 30年 2031年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-24
2001 総括 総括 稟議書２５（Ｈ１２年）（２／５）１２０５３０－１２０７１０ 総務課長他 2001年04月01日 30年 2031年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-25
2001 総括 総括 稟議書２６（Ｈ１２年）（３／５）１２０７１２－１２１１０８ 総務課長他 2001年04月01日 30年 2031年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-26
2001 総括 総括 稟議書２７（Ｈ１２年）（４／５）１２１１０９－１３０１２６ 総務課長他 2001年04月01日 30年 2031年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-27
1998 総括 総括 稟議書４（Ｈ９年）（１／３）０８０３０１－０９０６１７ 総務課長他 1998年04月01日 30年 2028年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-4
1998 総括 総括 稟議書５（Ｈ９年）（２／３）０９０９０３－０９１２１０ 総務課長他 1998年04月01日 30年 2028年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-5
1998 総括 総括 稟議書６（Ｈ９年）（３／３）（０９１２１５）１００１０９－１００３２４ 総務課長他 1998年04月01日 30年 2028年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-6
1999 総括 総括 稟議書７（Ｈ１０年）（１／５）１００３２５－１００７１３ 総務課長他 1999年04月01日 30年 2029年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-7
1999 総括 総括 稟議書８（Ｈ１０年）（２／５）１００７１４－１０１０１４ 総務課長他 1999年04月01日 30年 2029年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-8
1999 総括 総括 稟議書９（Ｈ１０年）（３／５）１０１０１５－１０１２２２ 総務課長他 1999年04月01日 30年 2029年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-9
1999 総括 総括 稟議書１０（Ｈ１０年）（４／５）１０１２２２－１１０３２４ 総務課長他 1999年04月01日 30年 2029年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-10
1999 総括 総括 稟議書１１（Ｈ１０年）（５／５）１１０３２４－１１０３２５ 総務課長他 1999年04月01日 30年 2029年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-11
2000 総括 総括 稟議書１２（Ｈ１１年）（１／１２）１１０４０１－１１０６０２ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-12
2000 総括 総括 稟議書１３（Ｈ１１年）（２／１２）１１０６０７－１１０８１９ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-13
2000 総括 総括 稟議書１４（Ｈ１１年）（３／１２）１１０１３１－１１０９２９ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-14
2000 総括 総括 稟議書１５（Ｈ１１年）（４／１２）１１１００４－１１１００５ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-15
2001 総括 総括 稟議書２８（Ｈ１２年）（５／５）１３０２０１－１３０３３０ 総務課長他 2001年04月01日 30年 2031年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-28
2002 総括 総括 稟議書２９（Ｈ１３年）（１／５）１３０４０２－１３０６２６ 総務課長他 2002年04月01日 30年 2032年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-29
2002 総括 総括 稟議書３０（Ｈ１３年）（２／５）１３０７０２－１３０９２６ 総務課長他 2002年04月01日 30年 2032年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-30
2002 総括 総括 稟議書３１（Ｈ１３年）（３／５）１３１００１－１３１１３０ 総務課長他 2002年04月01日 30年 2032年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-31
2002 総括 総括 稟議書３２（Ｈ１３年）（４／５）１３１２０３－１４０１３１ 総務課長他 2002年04月01日 30年 2032年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-32
2002 総括 総括 稟議書３３（H１３年）（５／５）１４０２０７－１４０３２７ 総務課長他 2002年04月01日 30年 2032年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-33
2003 総括 総括 稟議書３４（H１４年） （１／５）１４０４０１－１４０５３１ 総務課長他 2003年04月01日 30年 2033年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-34
2003 総括 総括 稟議書３５（H１４年）（２／５）１４０６０１－１４０７３１ 総務課長他 2003年04月01日 30年 2033年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-35
2003 総括 総括 稟議書３６（H１４年）（３／５）１４０８０１－１４１０３１ 総務課長他 2003年04月01日 30年 2033年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-36
2003 総括 総括 稟議書３７（H１４年）（４／５）１４１１０１－１５０１３１ 総務課長他 2003年04月01日 30年 2033年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-37
2003 総括 総括 稟議書３８（H１４年）（５／５） 総務課長他 2003年04月01日 30年 2033年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-38
2004 総括 総括 稟議書３９（H１５年度）（１／２） 総務課長他 2004年04月01日 30年 2034年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-39
2009 人事 人事 パート･アルバイト　契約書（平成２０年度分） 総務課長 2010年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110016-202
2011 人事 人事 契約書　パート･アルバイト（平成２２年度分） 総務課長 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110016-221
2012 人事 人事 契約書　パート･アルバイト（平成２３年度分） 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20120002
2012 人事 人事 採用願・退職願　パート（平成２３年度） 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20120004
2013 人事 人事 更新関係資料　パート（平成２４年度） 総務課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20120005
2013 人事 人事 平成２５年度　国内出張　① 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140024
2013 人事 人事 平成２５年度　国内出張　② 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140025
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　XFEL　① 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140026
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　XFEL　② 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140027
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　XFEL　③ 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140028
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　XFEL　④ 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140029
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　XFEL　⑤ 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140030
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　文字付伝票　② 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140032
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　文字付伝票　③ 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140033
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　文字付伝票　④ 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140034
2013 人事 人事 平成２５年度　旅費全額先方負担 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140035
2013 人事 人事 平成２５年度　赴任旅費 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140036
2013 人事 人事 平成２５年度　海外渡航　① 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140037
2013 人事 人事 平成２５年度　海外渡航　② 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140038
2013 人事 人事 平成２５年度　招聘旅費　① 総務課長 2014年04月01日 7年 2021年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140039
2013 人事 人事 平成２５年度　ケイロンスクール 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140041
2013 人事 人事 平成２５年度　派遣依頼 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140042
2014 人事 人事 アルバイト　平成26年度 総務課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20150045
2014 人事 人事 パートタイマー　平成26年度 総務課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20150046
2013 人事 人事 客員稟議書　平成25年度 総務課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 A18-02-20130022
2014 人事 人事 客員稟議書　平成26年度 総務課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20150047
2004 総括 総括 稟議書４０（平成１５年度）（２／２） 総務課長他 2004年04月01日 30年 2034年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-40
2005 総括 総括 稟議書４１（H１６年）（１／２） 総務課長他 2005年04月01日 30年 2035年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-41
2005 総括 総括 稟議書４２（H１６年）（２／２） 総務課長他 2005年04月01日 30年 2035年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-42
2006 総括 総括 稟議書４３（H１７）（１／１） 総務課長他 2006年04月01日 30年 2036年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：20年   　f Ａ18-02-20110046-43
2007 総括 総括 稟議書４４（H１８年）（１／１） 総務課長他 2007年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110046-44
2008 総括 総括 稟議書４５（H１９年）（１／１） 総務課長他 2008年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110046-45
2009 総括 総括 稟議書４６（H２０年）（１／１） 総務課長他 2009年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110046-46
2012 総括 総括 稟議書４９（H２３年）（１／１） 総務課長他 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20120017
2013 総括 総括 稟議書50（H２４年） 総務課長他 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20130012
2013 総務 総務 電話交換機保守業務 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140012
2013 総務 総務 高周波利用設備許可申請 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140013
2013 総務 総務 少量危険物貯蔵所申請 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140014
2013 総務 総務 光アクセスシステム等の設置に関する資料 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140015
2014 総務 総務 稟議書52（H26年） 総務課長他 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20150001
2013 総務 総務 タクシーチケット使用控　平成２５年度 総務課長 2014年04月01日 7年 2021年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140018
2014 総務 総務 タクシーチケット使用控　平成26年度 総務課長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20150030
2007 総務 総務 タクシーチケット管理簿 総務課長 2007年04月01日 効力を有する間 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A18-02-20070001
2008 総務 総務 豊田ビームライン土地使用貸借契約書 総務課長 2008年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110044
2012 厚生 厚生 住宅稟議書（法人契約分） 総務課長 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140020
2012 厚生 厚生 住宅稟議書（借上住宅分） 総務課長 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140021
2013 総務 総務 施設利用計画調整部会　その１ 総務課長 2014年04月01日 5年 2029年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A18-02-20130019
2011 総務 総務 大阪大学核物理研究センター土地使用貸借契約書 総務課長 2011年04月01日 効力を有する間 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A18-02-20110047
2013 健康管理 健康管理 平成24年度（2012）まで　業務災害等報告書 総務課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A18-02-20130020
2011 人事 人事 人事書類 平成22年度更新資料（稟議書・更新表） 総務課長 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 A18-02-20110009-22
2012 人事 人事 人事書類 平成23年度更新資料（稟議書・更新表） 総務課長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 A18-02-20120001
2006 人事 人事 人事書類 石川X線干渉光学研究室② 総務課長 2007年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 A18-02-20060001
2013 総務 総務 稟議書51（H２５年） 総務課長他 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140001
2000 総括 総括 稟議書２０（Ｈ１１年）（９／１２）１１１２１４－１２０２０８ 総務課長他 2000年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：20年　f Ａ18-02-20110046-20
2013 人事 人事 平成２５年度　出張旅費　文字付伝票　① 総務課長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 　 Ａ43-01-20140031
2011 総括 総括 稟議書４８（H２２年）（１／１） 総務課長他 2011年04月01日 10年 2021年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 Ａ18-02-20110046-48
2015 総務 総務 稟議書53（H27年） 播磨事業所研究支援部総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2015001
2016 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2016001
2016 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2016002
2016 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2016005
2016 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2016009
2016 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2016010
2016 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2016013
2016 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2016014
2016 総務 総務 稟議書（H28年） 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2016017
2016 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2016006



2016 総括 総括 安全保障輸出管理 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 効力を有する間 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20166028
2016 厚生 厚生 住宅稟議書（借上住宅分） 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 退去まで 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20166029
2015 厚生 厚生 食堂運営関係 播磨事業所研究支援部総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20155014
2015 健康管理 健康管理 健康診断結果 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155015
2015 健康管理 健康管理 特殊健康診断問診票 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155016
2015 健康管理 健康管理 特殊（電離放射線/特定化学物質）健康診断個人票 播磨総務課長 2016年04月01日 30年 2046年03月31日 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155017
2015 健康管理 健康管理 健康管理個人ファイル 播磨総務課長 2016年04月01日 その他 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155018
2015 健康管理 健康管理 業務災害等報告書 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155020
2015 健康管理 健康管理 心の健康調査 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155021
2015 人事 人事 国内出張① 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155022
2015 人事 人事 国内出張② 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155023
2015 人事 人事 海外渡航① 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155024
2015 人事 人事 海外渡航② 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155025
2015 人事 人事 出張旅費　XFEL　① 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155026
2015 人事 人事 出張旅費　XFEL　② 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155027
2015 人事 人事 出張旅費　XFEL　③ 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155028
2015 人事 人事 出張旅費　XFEL　④ 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155029
2015 人事 人事 出張旅費　XFEL　⑤ 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155030
2015 人事 人事 出張旅費　文字付伝票　① 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155031
2015 人事 人事 出張旅費　文字付伝票　② 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155032
2015 人事 人事 出張旅費　文字付伝票　③ 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155033
2015 人事 人事 出張旅費　文字付伝票　④ 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155034
2015 人事 人事 旅費全額先方負担 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155035
2015 人事 人事 赴任旅費 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155036
2015 人事 人事 招聘旅費 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155037
2015 人事 人事 ケイロンスクール 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155038
2015 人事 人事 派遣依頼書 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155039
2015 人事 人事 兼業 播磨総務課長 2016年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155040
2015 人事 人事 パートタイマー 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155041
2015 人事 人事 労働者派遣 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155042
2015 人事 人事 業務嘱託 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155043
2015 人事 人事 客員稟議書　平成27年度 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155044
2015 人事 人事 客員委嘱願　平成27年度終了① 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155045
2015 人事 人事 客員委嘱願　平成27年度終了② 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155046
2015 人事 人事 客員委嘱願　平成27年度終了③ 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155047
2015 人事 人事 客員委嘱願　平成27年度終了④ 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155048
2015 人事 人事 客員委嘱願　平成27年度終了⑤ 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155049
2015 人事 人事 客員委嘱願　平成27年度終了⑥ 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155050
2015 人事 人事 研修生稟議書 播磨総務課長 2016年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155051
2015 人事 人事 研修生受入願　平成27年度終了① 播磨総務課長 2016年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155052
2015 人事 人事 研修生受入願　平成27年度終了② 播磨総務課長 2016年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155053
2016 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間30年 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20166030
2016 健康管理 健康管理 労働基準監督署関係 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166031
2016 健康管理 健康管理 稟議書（産業医委嘱契約） 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166032
2016 健康管理 健康管理 健康診断結果 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166035
2016 健康管理 健康管理 特殊健康診断問診票 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166036
2016 健康管理 健康管理 特殊（電離放射線/特定化学物質）健康診断個人票 播磨総務課長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166037
2016 健康管理 健康管理 健康管理個人ファイル 播磨総務課長 2017年04月01日 その他 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166038
2016 健康管理 健康管理 業務災害等報告書 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166040
2016 健康管理 健康管理 ストレスチェック 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166041
2017 健康管理 健康管理 稟議書（産業医委嘱契約） 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176032
2017 総務 総務 会議等における飲食費支出伺い 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176033
2017 厚生 厚生 住宅稟議書（借上住宅分） 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 退去まで 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20176029
2017 健康管理 健康管理 労働基準監督署関係 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176031
2017 健康管理 健康管理 特殊（電離放射線/特定化学物質）健康診断個人票 播磨総務課長 2018年04月01日 30年 2048年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176037
2017 健康管理 健康管理 健康管理個人ファイル 播磨総務課長 2018年04月01日 その他 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176038
2017 健康管理 健康管理 ストレスチェック 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176041
2017 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017001
2017 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017002
2017 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017003
2017 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2017005
2017 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017009
2017 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017010
2017 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017013
2017 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017014
2017 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017015
2017 総務 総務 稟議書（H29年） 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017017
2017 総務 総務 構内警備業務報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2017018
2017 総務 総務 日常清掃報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2017019
2017 総務 総務 定期清掃写真 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2017020
2017 総務 総務 一般廃棄物収集運搬関係 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017021
2017 総務 総務 緑地管理業務報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017022
2017 総務 総務 光熱水費支払い請求 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017023
2017 総務 総務 電話料金請求書 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017024
2017 総務 総務 電話料金課金内訳 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017025
2017 総務 総務 産業廃棄物処分費計算書 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017026
2017 総務 総務 安全衛生委員会 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2017027
2017 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2017011
2017 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2017007
2017 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2017006
2017 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間30年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 30年 2048年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20176030
2017 総務 総務 構内除雪関係綴 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176034
2017 健康管理 健康管理 健康診断結果 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176035
2017 健康管理 健康管理 特殊健康診断問診票 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176036
2017 健康管理 健康管理 居室空気環境測定 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176039
2017 健康管理 健康管理 業務災害等報告書 播磨総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20176040
2016 人事 人事 パートタイマー 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166042
2016 人事 人事 招聘旅費 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166044
2016 人事 人事 派遣依頼書 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166045
2016 人事 人事 客員稟議書 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166046
2016 人事 人事 客員委嘱願　終了① 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166047
2016 人事 人事 客員委嘱願　終了② 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166048
2016 人事 人事 客員委嘱願　終了③ 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166049
2016 人事 人事 客員委嘱願　終了④ 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166050
2016 人事 人事 客員委嘱願　終了⑤ 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166051
2016 人事 人事 客員委嘱願　終了⑥ 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166052
2016 人事 人事 VISA関連 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166056
2016 人事 人事 退職者 播磨総務課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166057
2015 人事 人事 退職者 播磨総務課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155054
2015 総務 総務 タクシーチケット使用控　平成27年度 総務課長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A43-01-20155055
2016 総務 総務 タクシーチケット使用控　平成28年度 総務課長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A43-01-20166058
2017 総括 総括 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間30年 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 30年 2048年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 移管 A43-01-20177028
2018 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018002
2018 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018003
2018 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2018005
2018 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018009
2018 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018010



2018 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018013
2018 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018014
2018 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018001
2018 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018015
2018 総務 総務 稟議書（H30年） 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018017
2018 総務 総務 構内警備業務報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018018
2018 総務 総務 日常清掃報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018019
2018 総務 総務 定期清掃写真 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2018020
2018 総務 総務 一般廃棄物収集運搬関係 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018021
2018 総務 総務 緑地管理業務報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018022
2018 総務 総務 光熱水費支払い請求 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018023
2018 総務 総務 電話料金請求書 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018024
2018 総務 総務 電話料金課金内訳 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018025
2018 総務 総務 産業廃棄物処分費計算書 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018026
2018 総務 総務 安全衛生委員会 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2018027
2018 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-2018011
2018 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2018007
2018 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 書庫 総務課長 廃棄 A43-01-2018006
2018 総務 総務 会議等における飲食費支出伺い 播磨総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186033
2018 健康管理 健康管理 稟議書（産業医委嘱契約） 播磨総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186032
2018 厚生 厚生 住宅稟議書（借上住宅分） 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 退去まで 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20176029
2018 健康管理 健康管理 労働基準監督署関係 播磨総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186031
2018 健康管理 健康管理 特殊（電離放射線/特定化学物質）健康診断個人票 播磨総務課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186037
2018 健康管理 健康管理 健康管理個人ファイル 播磨総務課長 2019年04月01日 その他 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186038
2018 健康管理 健康管理 ストレスチェック 播磨総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186041
2018 総務 総務 構内除雪関係綴 播磨総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 2022.3.31まで保存期間延長 A43-01-20186034
2018 健康管理 健康管理 健康診断結果 播磨総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186035
2018 健康管理 健康管理 特殊健康診断問診票 播磨総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186036
2018 健康管理 健康管理 居室空気環境測定 播磨総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186039
2018 健康管理 健康管理 業務災害等報告書 播磨総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20186040
2018 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間30年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20186030
2018 総括 総括 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間30年 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 紙・電子 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長播磨総務課長 移管 A43-01-20187028
2015 厚生 厚生 住宅解約稟議書　2015年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 ファイル2冊 A43-01-20155057
2016 厚生 厚生 住宅解約稟議書　2016年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 ファイル2冊 A43-01-20166060
2017 厚生 厚生 住宅解約稟議書　2017年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 ファイル2冊 A43-01-20177029
2017 総務 総務 郵便切手使用明細（2017年度） 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177030
2017 総務 総務 タクシーチケット使用控　平成29年度 播磨総務課長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177031
2015 総務 総務 建物・土地賃貸借（平成27年度） 播磨総務課長 2016年04月01日 5年 2021年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20155058
2016 総務 総務 建物・土地賃貸借（平成28年度） 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166061
2017 総務 総務 建物・土地賃貸借（平成29年度） 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177032
2016 厚生 厚生 食堂運営関係（H28年度） 播磨事業所研究支援部総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20166063
2017 厚生 厚生 食堂運営関係（H29年度） 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 書庫 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20177034
2017 総務 総務 研究施設委員会　その2 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20177035
2016 総務 総務 タクシーチケット管理簿 播磨総務課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20166064
2017 総務 総務 施設利用計画調整部会　その2 播磨事業所研究支援部総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20177036
2017 人事 人事 パートタイマー　平成29年度 播磨総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177037
2017 人事 人事 平成29年度　招聘旅費 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177038
2017 人事 人事 平成29年度　退職者 播磨総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177039
2017 人事 人事 客員委嘱願　平成29年度終了① 播磨総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177040
2017 人事 人事 客員委嘱願　平成29年度終了② 播磨総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177041
2017 人事 人事 客員委嘱願　平成29年度終了③ 播磨総務課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177042
2017 人事 人事 研修生受入願　平成29年度終了① 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177043
2017 人事 人事 研修生受入願　平成29年度終了② 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177044
2017 人事 人事 平成29年度　VISA関連 播磨総務課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177045
2017 人事 人事 人事書類　IPA・実習生　平成29年度 播磨総務課長 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 紙 書庫 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20177046
2018 厚生 厚生 住宅解約稟議書　2018年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 ファイル2冊 A43-01-20188028
2018 厚生 厚生 食堂運営関係（H30年度） 播磨事業所研究支援部総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20188029
2018 総務 総務 タクシーチケット使用控　平成30年度 播磨総務課長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20188031
2018 総務 総務 建物・土地賃貸借（平成30年度） 播磨総務課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20188032
2018 総務 総務 郵便切手使用明細（2018年度） 播磨総務課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20188033
2018 総務 総務 土地・建物の利用に関する稟議（建物賃貸借契約以外） 播磨総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20188034
2019 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019002
2019 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019003
2019 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間1年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 1年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019004
2019 総務 総務 稟議書・供覧書（総務関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019001
2019 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019005
2019 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019009
2019 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019010
2019 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間1年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 1年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019012
2019 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間10年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019013
2019 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019014
2019 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019015
2019 施設 施設 稟議書・供覧書（施設関係）保存期間1年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 1年 2021年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019016
2019 総務 総務 構内警備業務報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019018
2019 総務 総務 日常清掃報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019019
2019 総務 総務 定期清掃写真 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019020
2019 総務 総務 一般廃棄物収集運搬関係 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019021
2019 総務 総務 緑地管理業務報告書 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019022
2019 総務 総務 光熱水費支払い請求 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019023
2019 総務 総務 電話料金請求書 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019024
2019 総務 総務 電話料金課金内訳 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019025
2019 総務 総務 産業廃棄物処分費計算書 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019026
2019 総務 総務 安全衛生委員会 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019027
2019 厚生 厚生 稟議書・供覧書（厚生関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019011
2019 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間3年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019007
2019 人事 人事 稟議書・供覧書（人事関係）保存期間5年 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所 総務課長 廃棄 A43-01-2019006
2019 総務 総務 タクシーチケット使用控　2019年度 播磨総務課長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20198031
2019 総務 総務 郵便切手使用明細（2019年度） 播磨総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20198033
2019 総務 総務 建物・土地賃貸借（2019年度） 播磨総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20198032
2019 健康管理 健康管理 稟議書（産業医委嘱契約） 播磨総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196032
2019 厚生 厚生 住宅稟議書（借上住宅分） 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 退去まで 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20176029
2019 健康管理 健康管理 特殊（電離放射線/特定化学物質）健康診断個人票 播磨総務課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196037
2019 健康管理 健康管理 健康管理個人ファイル 播磨総務課長 2020年04月01日 その他 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196038
2019 健康管理 健康管理 ストレスチェック 播磨総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196041
2019 健康管理 健康管理 健康診断結果 播磨総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196035
2019 健康管理 健康管理 特殊健康診断問診票 播磨総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196036
2019 健康管理 健康管理 居室空気環境測定 播磨総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196039
2019 健康管理 健康管理 業務災害等報告書 播磨総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196040
2019 健康管理 健康管理 労働基準監督署関係 播磨総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196031
2019 厚生 厚生 食堂運営関係（2019年度） 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20198029
2019 総務 総務 会議等における飲食費支出伺い 播磨総務課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 紙 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20196033
2019 厚生 厚生 住宅解約稟議書　2019年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 ファイル2冊 A43-01-20198028
2019 厚生 厚生 住宅稟議書(法人契約分) 播磨総務課長 2020年04月01日 退去まで 事務所 播磨総務課長 廃棄 A43-01-20199028
2018 総務 総務 電話交換機保守業務 総務課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄 　 A43-01-20188035
2019 総務 総務 新型コロナウイルス 総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 事務所 総務課長 廃棄 　 A43-01-20199029
2019 総務 総務 地区運営会議　2019年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20199030
2019 総務 総務 施設利用計画調整部会　2019年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20199031



2019 総務 総務 播磨地区施設委員会　2019年度 播磨事業所研究支援部総務課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 A43-01-20199032
2014 総務 総務 研究施設委員会　その1 播磨事業所研究支援部総務課長 2015年04月01日 5年 2020年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 廃棄済になっているため、A43-01-20150041の再度作成分 A43-01-20140049
2014 総務 総務 施設利用計画調整部会　その2 播磨事業所研究支援部総務課長 2015年04月01日 5年 2020年03月31日 紙 事務所 播磨事業所研究支援部総務課長 廃棄 廃棄済になっているため、A43-01-20150042の再度作成分 A43-01-20140050
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