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2015年度 総務 全般 一般 平成27年度公印申請書（理事長印及び機関印） 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 全般 一般 平成27年度公印申請書（総務部長印） 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 全般 一般 平成27年度公印管理簿 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 全般 一般 平成28年度公印管理簿 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 全般 一般 平成29年度公印管理簿 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 全般 一般 平成30年度公印管理簿 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 全般 一般 2019年度公印管理簿 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 全般 一般 2020年度公印管理簿 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 全般 一般 2021年度公印管理簿 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 全般 一般 平成27年度起案書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 全般 一般 平成28年度起案書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 全般 一般 平成29年度起案書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 全般 一般 平成30年度起案書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 全般 一般 2019年度起案書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 全般 一般 2020年度起案書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 全般 一般 2021年度起案書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 全般 一般 平成27年度起案書管理簿 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 全般 一般 平成28年度起案書管理簿 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 全般 一般 平成29年度起案書管理簿 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 全般 一般 平成30年度起案書管理簿 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 全般 一般 2019年度起案書管理簿 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 全般 一般 2020年度起案書管理簿 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 全般 一般 2021年度起案書管理簿 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 全般 一般 文書番号管理簿 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 全般 一般 平成27年度持出記録簿 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 全般 一般 平成28年度持出記録簿 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 全般 一般 平成29年度持出記録簿 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 全般 一般 平成30年度持出記録簿 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 全般 一般 2019年度持出記録簿 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 全般 一般 法人登記 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 全般 一般 経済産業省認可書類 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 全般 一般 一般社団法人電力系統利用協議会からの資料 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 全般 一般 一般社団法人電力系統利用協議会からの資料 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子 事務室・サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 業務 会議 2015年度理事会 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2016年度 総務 業務 会議 2016年度理事会 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2017年度 総務 業務 会議 2017年度理事会 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2018年度 総務 業務 会議 2018年度理事会 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2019年度 総務 業務 会議 2019年度理事会 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2020年度 総務 業務 会議 2020年度理事会 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2021年度 総務 業務 会議 2021年度理事会 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 －
2015年度 総務 業務 会議 2015年度定例幹部会議 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 会議 2016年度定例幹部会議 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 会議 2017年度定例幹部会議 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 会議 2018年度定例幹部会議 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 会議 2019年度定例幹部会議 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 会議 2020年度定例幹部会議 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 会議 2021年度定例幹部会議 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2016年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2016年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2017年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2017年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2018年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2018年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2019年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2019年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2020年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2021年度 総務 業務 規程 各種規程 総務部長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 総務部長 －
2015年度 総務 業務 防災 防災業務計画等行動計画 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 防災 防災業務計画等行動計画 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 防災 防災連絡会 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 防災 2015年度資機材・人員情報 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿（総務部）

2022年4月1日現在

2016年度 総務 業務 防災 2016年度資機材・人員情報 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 防災 2017年度資機材・人員情報 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 防災 2018年度資機材・人員情報 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 防災 2019年度資機材・人員情報 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 防災 2020年度資機材・人員情報 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 防災 2021年度資機材・人員情報 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 防災 2015年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 防災 2016年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 防災 2017年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 防災 2018年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 防災 2019年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 防災 2020年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 防災 2021年度災害対応記録（態勢発令時） 総務部長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 防災 2015年度防災訓練関係 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 防災 2016年度防災訓練関係 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 防災 2017年度防災訓練関係 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 防災 2018年度防災訓練関係 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 防災 2019年度防災訓練関係 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 防災 2020年度防災訓練関係 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 防災 2021年度防災訓練関係 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 危機管理 危機管理関係 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 危機管理 危機管理関係 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 危機管理 危機管理関係 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 危機管理 危機管理関係 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 危機管理 危機管理関係 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 組織 組織変更関係書類 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 組織 職制・権限 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務 要員 要員資料 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 要員 要員資料 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 要員 要員資料 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 組織 要員資料 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 組織 要員資料 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 組織 要員資料 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 組織 要員資料 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務 管理 契約書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2018年度 総務 業務 管理 契約書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2019年度 総務 業務 管理 契約書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2020年度 総務 業務 管理 契約書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2021年度 総務 業務 管理 契約書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2017年度 総務 業務 管理 認可承認申請書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2018年度 総務 業務 管理 認可承認申請書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2019年度 総務 業務 管理 認可承認申請書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2020年度 総務 業務 管理 認可承認申請書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2021年度 総務 業務 管理 認可承認申請書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 －
2015年度 総務 業務 一般 2015年度監査報告書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務 一般 2016年度監査報告書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
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2017年度 総務 業務 一般 2017年度監査報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務 一般 2018年度監査報告書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務 一般 2019年度監査報告書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務 一般 2020年度監査報告書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
202１年度 総務 業務 一般 202１年度監査報告書 総務部長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務 防災 相互扶助交付金申請書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 総務 会議 総会関係 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 総務 会議 平成27年度拡大会議 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 総務 会議 平成27年度評議員会 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 総務 会議 平成28年度評議員会 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 総務 会議 平成29年度評議員会 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 総務 会議 平成30年度評議員会 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 総務 会議 2019年度評議員会 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 総務 会議 2020年度評議員会 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 総務 会議 2021年度評議員会 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 総務 会員管理 加入申込書・通知書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 総務 会員管理 会費関係 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 総務 文書管理 法人文書関係 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 総務 消防 消防関係 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 総務 庶務 建物賃貸借契約関係 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 総務 庶務 2019年度来訪者管理簿 総務部長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 総務 庶務 2020年度来訪者管理簿 総務部長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 総務 庶務 2021年度来訪者管理簿 総務部長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 人事 職員経歴書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 人事 人事 職員情報 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 人事 人事 誓約書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 人事 人事 平成29年度人事評価表 総務部長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 人事 人事 平成30年度人事評価表 総務部長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 人事 人事 2019年度人事評価表 総務部長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 人事 人事評価表 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 人事 平成27年度給与支払実績 総務部長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 人事 人事 平成28年度給与支払実績 総務部長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 人事 人事 平成29年度給与支払実績 総務部長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 人事 人事 平成30年度給与支払実績 総務部長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 人事 人事 2019年度給与支払実績 総務部長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 人事 2020年度給与支払実績 総務部長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 人事 人事 2021年度給与支払実績 総務部長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 人事 研修 2019年度研修資料 総務部長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 研修 2020年度研修資料 総務部長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 人事 研修 2021年度研修資料 総務部長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 労務 出向契約書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 人事 労務 2019年度勤務表 総務部長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 労務 2020年度勤務表 総務部長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 人事 労務 2021年度勤務表 総務部長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 人事 労務 平成29年度通勤交通費申請書 総務部長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 人事 労務 平成30年度通勤交通費申請書 総務部長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 人事 労務 2019年度通勤交通費申請書 総務部長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 労務 2020年度通勤交通費申請書 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 人事 労務 2021年度通勤交通費申請書 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 労務 社会保険関係書類 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 労務 労働保険関連書類 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 労務 労働基準監督署関連書類 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 人事 衛生 健康診断結果 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 人事 衛生 2019年度派遣元管理台帳 総務部長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 衛生 2020年度派遣元管理台帳 総務部長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 人事 衛生 2021年度派遣元管理台帳 総務部長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 人事 会議 2019年度衛生委員会議事録 総務部長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 人事 会議 2020年度衛生委員会議事録 総務部長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
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2021年度 総務 人事 会議 2021年度衛生委員会議事録 総務部長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 予算 平成27年度収入支出予算書 総務部長 2015年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 予算 平成28年度収入支出予算書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 予算 平成29年度収入支出予算書 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 予算 平成30年度収入支出予算書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 予算 平成31年度（令和元年度）収入支出予算書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 予算 令和2年度収入支出予算書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 予算 2021年度収入支出予算書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2022年度 総務 会計 予算 2022年度収入支出予算書 総務部長 2022年4月1日 無期限 － 紙 事務室 総務部長 －
2015年度 総務 会計 予算 平成27年度予算総則 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 予算 平成28年度予算総則 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 予算 平成29年度予算総則 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 予算 平成30年度予算総則 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 予算 平成31年度（令和元年度）予算総則 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 予算 令和2年度予算総則 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 予算 2021年度予算総則 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2022年度 総務 会計 予算 2022年度予算総則 総務部長 2022年4月1日 無期限 － 紙 事務室 総務部長 －
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度財産目録 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度財産目録 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度財産目録 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度財産目録 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）財産目録 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 決算 2019年度財産目録 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 決算 2020年度財産目録 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度貸借対照表 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度貸借対照表 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度貸借対照表 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度貸借対照表 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）貸借対照表 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 決算 2019年度貸借対照表 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 決算 2020年度貸借対照表 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度損益計算書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度損益計算書 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度損益計算書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度損益計算書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）損益計算書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 決算 2019年度損益計算書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 決算 2020年度損益計算書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度収入支出決算書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度収入支出決算書 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度収入支出決算書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度収入支出決算書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）収入支出決算書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 決算 2019年度収入支出決算書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 決算 2020年度収入支出決算書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度債務に関する計算書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度債務に関する計算書 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度債務に関する計算書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度債務に関する計算書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）債務に関する計算書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 決算 2019年度債務に関する計算書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2021年度 総務 会計 決算 2020年度債務に関する計算書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度監事の意見書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度監事の意見書 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度監事の意見書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度監事の意見書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）監事の意見書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2020年度 総務 会計 決算 2019年度監事の意見書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
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2021年度 総務 会計 決算 2020年度監事の意見書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度合計残高試算表 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度合計残高試算表 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度合計残高試算表 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度合計残高試算表 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）合計残高試算表 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 決算 2019年度合計残高試算表 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 決算 2020年度合計残高試算表 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度債務負担行為報告書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度債務負担行為報告書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度債務負担行為報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度債務負担行為報告書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）債務負担行為報告書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 決算 2019年度債務負担行為報告書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 決算 2020年度債務負担行為報告書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度総勘定元帳 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度総勘定元帳 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度総勘定元帳 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度総勘定元帳 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）総勘定元帳 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 決算 2019年度総勘定元帳 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 決算 2020年度総勘定元帳 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度伝票 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度伝票 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度伝票 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度伝票 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）伝票 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 決算 2019年度伝票 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 決算 2020年度伝票 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度固定資産台帳 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度固定資産台帳 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度固定資産台帳 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度固定資産台帳 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）固定資産台帳 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 決算 2019年度固定資産台帳 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 決算 2020年度固定資産台帳 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 決算 平成27年度各種申告書（諸税関係） 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 決算 平成28年度各種申告書（諸税関係） 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 決算 平成29年度各種申告書（諸税関係） 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 決算 平成30年度各種申告書（諸税関係） 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 決算 平成31年度（令和元年度）各種申告書（諸税関係） 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 決算 2019年度各種申告書（諸税関係） 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 決算 2020年度各種申告書（諸税関係） 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度現預金日計表 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度現預金日計表 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度現預金日計表 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度現預金日計表 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）現預金日計表 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度現預金日計表 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度現預金日計表 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度請求書、領収書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度請求書、領収書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度請求書、領収書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度請求書、領収書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）度請求書、領収書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度請求書、領収書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度請求書、領収書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度現金出納帳 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体種別 保存場所 管理者
保存期間

満了時の措置
備考

法人文書ファイル管理簿（総務部）

2022年4月1日現在

2016年度 総務 会計 出納 平成28年度現金出納帳 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度現金出納帳 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度現金出納帳 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）現金出納帳 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度現金出納帳 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度現金出納帳 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度入金管理表 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

2016年度 総務 会計 出納 平成28年度入金管理表 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

2017年度 総務 会計 出納 平成29年度入金管理表 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度入金管理表 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）入金管理表 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年入金管理表 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年入金管理表 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度機関が発行した領収証（控） 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度機関が発行した領収証（控） 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度機関が発行した領収証（控） 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度機関が発行した領収証（控） 総務部長 2020年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度入金箋（控） 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度入金箋（控） 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度入金箋（控） 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度入金箋（控） 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）入金箋（控） 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度入金箋（控） 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度口座振替依頼書 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度口座振替依頼書 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）口座振替依頼書 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度口座振替依頼書 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度口座振替依頼書 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度振込依頼一覧表 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度振込依頼一覧表 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度振込依頼一覧表 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度振込依頼一覧表 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）振込依頼一覧表 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度振込依頼一覧表 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度振込依頼一覧表 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度口座開設依頼書 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度ＥＢシステム依頼書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度ＥＢシステム依頼書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度ＥＢシステム依頼書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度ＥＢシステム依頼書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）ＥＢシステム依頼書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度ＥＢシステム依頼書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度ＥＢシステム依頼書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 EBシステム利用者申請書他EB運用細則に規程する申請書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 EBシステム利用者申請書他EB運用細則に規程する申請書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 EBシステム利用者申請書他EB運用細則に規程する申請書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 EBシステム利用者申請書他EB運用細則に規程する申請書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 EBシステム利用者申請書他EB運用細則に規程する申請書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度口座残高証明書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度口座残高証明書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度口座残高証明書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度口座残高証明書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度（令和元年度）口座残高証明書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 令和2年度口座残高証明書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 出納 令和3年度口座残高証明書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 契約 平成27年度契約書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 契約 平成28年度契約書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
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2017年度 総務 会計 契約 平成29年度契約書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 契約 平成30年度契約書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 契約 平成31年度契約書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 契約 令和2年度契約書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 契約 2021年度契約書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 契約 平成27年度入札・随意契約実施関係伺書類一式 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 契約 平成28年度入札・随意契約実施関係伺書類一式 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 契約 平成29年度入札・随意契約実施関係伺書類一式 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 契約 平成30年度入札・随意契約実施関係伺書類一式 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 契約 平成31年度入札・随意契約実施関係伺書類一式 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 契約 令和2年度入札・随意契約実施関係伺書類一式 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 会計 契約 2021年度入札・随意契約実施関係伺い書一式 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 出納 平成27年度検査調書・納品書・完了報告書等 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 出納 平成28年度検査調書・納品書・完了報告書等 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 出納 平成29年度検査調書・納品書・完了報告書等 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 出納 平成30年度検査調書・納品書・完了報告書等 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 出納 平成31年度検査調書・納品書・完了報告書等 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 出納 平成32年度検査調書・納品書・完了報告書等 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 会計 共通 平成27年度債権・債務残高確認依頼書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 会計 共通 平成28年度債権・債務残高確認依頼書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 会計 共通 平成29年度債権・債務残高確認依頼書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 会計 共通 平成30年度債権・債務残高確認依頼書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 会計 共通 平成31年度債権・債務残高確認依頼書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 会計 共通 平成32年度債権・債務残高確認依頼書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステムのＲＦＰ関係資料一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムのＲＦＰ関係資料一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 SW
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 セキュリティログ監視システムＲＦＰ関係資料一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度ＯＡシステム契約関係資料 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度ＯＡシステム契約関係資料 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成29年度ＯＡシステム契約関係資料 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 2018年度ＯＡシステム契約関係資料 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 2019年度ＯＡシステム契約関係資料 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2020年度 総務 情報システム システム開発・改良 2020年度ＯＡシステム契約関係資料 総務部長 2021年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2015年度） 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2016年度） 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2017年度） 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2018年度） 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2019年度） 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2020年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2020年度） 総務部長 2021年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2021年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム契約関係資料（2021年度） 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度スイッチング支援システム改良業務委託（その１）納品 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度スイッチング支援システム改良業務委託（その２）納品 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度スイッチング支援システム改良業務委託（その３）納品 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度スイッチング支援システム改良業務委託（その４）納品 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度スイッチング支援システム改良業務委託（その５）納品 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成28年度スイッチング支援システム改良業務委託（その６）納品 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システム需要者情報一括申請機能追加の設計以降業務委託納品 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムインフォメーションのメール通知機能追加の設計以降業務委託納品 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムの送配電向けAPIのなりすまし防止チェック機能追加の設計以降業務委託納品 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムの同一法人需要者の使用量照会パスワード発行一括申請機能追加の設計以降業務委託納品 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムのタイムアウト発生時の画面遷移におけるセキュリティ強化の設計以降の業務委託納品 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムの低圧ＦＩＴ卒業電源対応等のシステム改修業務委託納品 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2021年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAシステム更改に伴うスイッチング支援システムの各種対応業務委託納品 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2021年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAシステム更改に伴うスイッチング支援システムの配線対応業務委託納品 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2021年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムの対応ブラウザ拡大に伴う影響確認調査業務委託納品 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムの送配電ログ連携タイムアウト対応改修業務委託納品 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムの基盤系アップデート対応業務委託納品 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
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2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 スイッチング支援システムのJP1／Baseアップデート対応業務委託納品 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成26年度ＯＡシステムの開発納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度ＯＡシステムの開発納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度スイッチング支援システムの開発納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度ＯＡシステム（広域システムファイルシステム利用）納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度ＯＡシステム（広域システムネットワーク要件の再変更対応）納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度ＯＡシステムの改良納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム システム開発・改良 平成27年度ＯＡシステム（広域システムAPI連携方式再変更対応）納品物一式 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステム平成28年度改良業務委託（その１）納品物一式 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステム平成28年度改良業務委託（その２）納品物一式 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステム平成28年度改良業務委託（その３）納品物一式 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステム平成28年度改良業務委託（その４）納品物一式 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2016年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステム平成28年度改良業務委託（その５）納品物一式 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 ＯＡシステム平成28年度改良業務委託（その６）納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 広域ｼｽﾃﾑｽﾊﾟｲｸﾋﾟｰｸ負荷対策「SorryPAGE対応」作業 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 執務室ﾚｲｱｳﾄ変更に伴う島HUB変更･移設作業 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 広域ｼｽﾃﾑ通信要件追加対応 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 配布リスト管理者権限の付与 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 広域ｼｽﾃﾑ通信設定追加対応 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 広域ｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ切替方法変更に伴う通信要件追加対応 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 「McAfee パッチ適用のための要件定義」について 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 「セキュリティログ監視システム導入に伴うOAシステムの改修」について　納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 「メール誤送信等防止策導入に係る要件定義業務」について　納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAｼｽﾃﾑ 「メール誤送信対策導入業務」について 納品物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 OAシステム2018年度改良業務委託納品物一式 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 セキュリティログ監視システム要件定義成果物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム システム開発・改良 セキュリティログ監視システム開発成果物一式 総務部長 2018年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2021年度 総務 情報システム システム運用・保守 情報システム台帳 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 ー IT
2015年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成27年度スイッチング支援システム小売電気事業者向け説明会資料 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2015年度 総務 情報システム システム運用・保守 スイッチング支援システム利用規約（Ver1.0）　(2017/3/31まで) 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム運用・保守 スイッチング支援システム利用規約（Ver2.0） (2019/7/30まで) 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 スイッチング支援システム利用規約（Ver3.0） (2019/7/31以降) 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2015年度 総務 情報システム システム運用・保守 スイッチング支援システム個人情報共同利用ポリシー(2017/3/31まで) 総務部長 2016年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム システム運用・保守 スイッチング支援システム個人情報共同利用ポリシー(2017/4/1以降) 総務部長 2017年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2021年度 総務 情報システム システム運用・保守 スイッチング支援システム個人情報共同利用ポリシー(2022/4/1以降) 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度ＯＡシステムの台帳関係 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度ＯＡシステムの台帳関係 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度ＯＡシステムの台帳関係 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度ＯＡシステムの台帳関係 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度スイッチング支援システムの台帳関係 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度スイッチング支援システムの台帳関係 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度スイッチング支援システムの台帳関係 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度スイッチング支援システムの台帳関係 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2021年度 総務 情報システム システム運用・保守 2021年度スイッチング支援システムの台帳関係 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度セキュリティログ監視システムの台帳関係 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度セキュリティログ監視システムの台帳関係 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度セキュリティログ監視システムの台帳関係 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度セキュリティログ監視システムの台帳関係 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度ＯＡシステムの申請・作業報告関係 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 OA
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度ＯＡシステムの申請・作業報告関係 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度ＯＡシステムの申請・作業報告関係 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度ＯＡシステムの申請・作業報告関係 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 OA
2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度スイッチング支援システムの申請・作業報告関係 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 SW
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度スイッチング支援システムの申請・作業報告関係 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度スイッチング支援システムの申請・作業報告関係 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度スイッチング支援システムの申請・作業報告関係 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
202１年度 総務 情報システム システム運用・保守 2021年度スイッチング支援システムの申請・作業報告関係 総務部長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 SW
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2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度セキュリティログ監視システムの申請・作業報告関係 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度セキュリティログ監視システムの申請・作業報告関係 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度セキュリティログ監視システムの申請・作業報告関係 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度セキュリティログ監視システムの申請・作業報告関係 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
202１年度 総務 情報システム システム運用・保守 2021年度セキュリティログ監視システムの申請・作業報告関係 総務部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム システム運用・保守 平成29年度ＯＡシステム運用報告会資料 総務部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2018年度 総務 情報システム システム運用・保守 2018年度ＯＡシステム運用報告会資料 総務部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2019年度 総務 情報システム システム運用・保守 2019年度ＯＡシステム運用報告会資料 総務部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2020年度 総務 情報システム システム運用・保守 2020年度ＯＡシステム運用報告会資料 総務部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 OA
2015年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 発電計画等受領業務EDI共通規格関係（2015/4版） 総務部長 2016年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2016年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 発電計画等受領業務EDI共通規格関係（2017/3版） 総務部長 2017年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2017年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 発電計画等受領業務EDI共通規格関係（2017/11版） 総務部長 2018年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2015年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 小売電気事業者・一般送配電事業者間EDI共通規格関係（2015/4版） 総務部長 2016年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2016年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 小売電気事業者・一般送配電事業者間EDI共通規格関係（2017/3版） 総務部長 2017年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2015年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 30分電力量提供業務および確定使用量の通知業務システム実装ガイド（2015/4版） 総務部長 2016年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2015年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2015/4版） 総務部長 2016年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2016年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2017/3版） 総務部長 2017年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2017年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2018/1版） 総務部長 2018年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2017年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2018/2版） 総務部長 2018年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2019年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2019/9版） 総務部長 2019年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2019年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2019/12版） 総務部長 2019年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2019年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 確定使用量BP・30分電力量BP 運用事例集（2019/12版　その２） 総務部長 2019年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2015年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 統一化帳票関係（2015/4版） 総務部長 2016年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2016年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 統一化帳票関係（2016/11版） 総務部長 2017年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2017年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 統一化帳票関係（2018/1版） 総務部長 2018年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2019年度 総務 情報システム ＢＰ標準規格 統一化帳票関係（2020/3版） 総務部長 2019年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2015年度 総務 情報システム 会議 平成27年度情報管理会議資料 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2016年度 総務 情報システム 会議 平成28年度情報管理会議資料 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2017年度 総務 情報システム 会議 平成29年度情報管理会議資料 総務部長 2018年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2018年度 総務 情報システム 会議 2018年度情報管理会議資料 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2019年度 総務 情報システム 会議 2019年度情報管理会議資料 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2020年度 総務 情報システム 会議 2020年度情報管理会議資料 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
202１年度 総務 情報システム 会議 202１年度情報管理会議資料 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2016年度 総務 情報システム 会議 30分電力量提供システム基盤勉強会資料 総務部長 2017年4月1日 規格廃止＋5年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2016年度 総務 情報システム 会議 情報セキュリティ対策自己診断ツール勉強会資料 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2016年度 総務 情報システム 会議 平成28年度託送BP作業会資料 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2017年度 総務 情報システム 会議 平成29年度託送BP作業会資料 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2018年度 総務 情報システム 会議 2018年度託送BP作業会資料 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 BP
2017年度 総務 情報システム 会議 第３段階向けシステム勉強会資料 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 SW
2015年度 総務 情報システム セキュリティ 平成27年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2016年度 総務 情報システム セキュリティ 平成28年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム セキュリティ 平成29年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2018年度 総務 情報システム セキュリティ 2018年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2019年度 総務 情報システム セキュリティ 2019年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム セキュリティ 2020年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
202１年度 総務 情報システム セキュリティ 202１年度標的型メール攻撃訓練委託報告書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2015年度 総務 情報システム セキュリティ 平成27年度ペネトレーションテスト委託報告書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2016年度 総務 情報システム セキュリティ 平成28年度情報セキュリティ外部監査マネジメント監査報告書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム セキュリティ 平成29年度情報セキュリティ外部監査マネジメント監査報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2016年度 総務 情報システム セキュリティ 平成28年度情報セキュリティ外部監査技術監査診断結果報告書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム セキュリティ 平成29年度情報セキュリティ外部監査技術監査診断結果報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム セキュリティ 平成29年度インシデント関連資料 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2018年度 総務 情報システム セキュリティ 2018年度インシデント関連資料 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2019年度 総務 情報システム セキュリティ 2019年度インシデント関連資料 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム セキュリティ 2020年度インシデント関連資料 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム セキュリティ 202１年度インシデント関連資料 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2016年度 総務 情報システム セキュリティ 平成28年度情報セキュリティの取組について 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
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法人文書ファイル管理簿（総務部）

2022年4月1日現在

2017年度 総務 情報システム セキュリティ 平成29年度情報セキュリティベンチマーク診断結果報告 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2018年度 総務 情報システム セキュリティ 2018年度情報セキュリティベンチマーク診断結果報告 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2019年度 総務 情報システム セキュリティ 2019年度情報セキュリティベンチマーク診断結果報告 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム セキュリティ 2020年度情報セキュリティベンチマーク診断結果報告 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
202１年度 総務 情報システム セキュリティ 202１年度情報セキュリティベンチマーク診断結果報告 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム セキュリティ 平成29年度情報セキュリティの取組について 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2018年度 総務 情報システム セキュリティ 2018年度情報セキュリティの取組について 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2019年度 総務 情報システム セキュリティ 2019年度情報セキュリティの取組について 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム セキュリティ 2020年度情報セキュリティの取組について 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2020年度 総務 情報システム セキュリティ 202１年度情報セキュリティの取組について 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2017年度 総務 情報システム セキュリティ DVD等管理台帳 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2017年度 総務 情報システム セキュリティ 電子メール誤送信再発防止策の検討に係る業務委託報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Sec
2015年度 総務 情報システム 通信回線 平成27年度通信関係連絡調整会資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 無線設備 無線免許継承申請書 運用部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 書庫 総務部長 ー COM
2017年度 総務 情報システム 無線設備 無線免許申請書（開設・廃止） 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 紙 書庫 総務部長 ー COM
2015年度 総務 情報システム 無線設備 無線局免許状 運用部長 2016年4月1日 － 失効時 紙 事務室 総務部長 返納 COM
2021年度 総務 情報システム 無線設備 無線従事者選（解）任届 総務部長 2022年4月1日 失効+1年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 無線設備 平成27年度無線局定期検査関係書類 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム 無線設備 平成28年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム 無線設備 平成29年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2018年度 総務 情報システム 無線設備 2018年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙・電子 書庫・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2019年度 総務 情報システム 無線設備 2019年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2020年度 総務 情報システム 無線設備 2020年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2021年度 総務 情報システム 無線設備 2021年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 無線設備 電波利用状況調査関係書類 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム 無線設備 平成28年度無線局取替工事 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム 無線設備 平成29年度無線局取替工事 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2018年度 総務 情報システム 無線設備 2018年度無線局取替工事 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙・電子 書庫・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2019年度 総務 情報システム 無線設備 2019年度無線局取替工事 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2020年度 総務 情報システム 無線設備 2020年度無線局取替工事 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2021年度 総務 情報システム 無線設備 2021年度無線局取替工事 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム 無線設備 無線事項書・設計書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム 無線設備 無線免許申請書（平成29年度無線局再免許申請書） 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム 無線設備 平成28年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム 無線設備 平成28年度無線局取替工事 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム 無線設備 平成29年度無線局定期検査関係書類 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム 無線設備 平成29年度無線局取替工事 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 有線設備 有線電気通信設備設置届 運用部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー COM
2015年度 総務 情報システム システム運用・保守 広域運用センター用電話システム技術検討図 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム システム保守・運用 広域運用センター電話システムの運用細則に関する規程　台帳類 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム システム保守・運用 事務用電話システムの運用細則に関する規程　台帳類 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2021年度 総務 情報システム システム保守・運用 2021年度　広域運用センター用電話システム設備工事契約資料 総務部長 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 通信回線 平成27年度広域回線停止調整関係 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2016年度 総務 情報システム 通信回線 平成28年度広域回線停止調整関係 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2017年度 総務 情報システム 通信回線 平成29年度広域回線停止調整関係 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2018年度 総務 情報システム 通信回線 2018年度広域回線停止調整関係 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2019年度 総務 情報システム 通信回線 2019年度広域回線停止調整関係 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部長 廃棄 COM
2020年度 総務 情報システム 通信回線 2020年度広域回線停止調整関係 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2021年度 総務 情報システム 通信回線 2021年度広域回線停止調整関係 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2019年度 総務 情報システム 通信回線 一般送配電事業者　契約書・合意書関係資料 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー COM
2019年度 総務 情報システム 通信回線 一般通信事業者　契約書・合意書関係資料 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー COM
2019年度 総務 情報システム データセンター メインサーバ拠点　契約書・合意書関係資料 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー COM
2019年度 総務 情報システム データセンター ＢＵサーバ拠点　契約書・合意書関係資料 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー COM
2019年度 総務 情報システム データセンター 各サーバ拠点　ＩＤカード申請資料 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 総務部長 ー COM
2019年度 総務 情報システム データセンター 大阪ＢＵ運用拠点　設置環境改善工事契約資料 総務部長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム データセンター 拠点関係資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 通信回線 通信回線・設備構築資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 通信回線 通信回線保守資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 無線・有線設備 申請関係（無線、有通）資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2015年度 総務 情報システム 通信回線 平成27年度通信関係連絡調整会資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
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2015年度 総務 情報システム 共通 契約書・合意書関係資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 IT
2015年度 総務 情報システム 通信回線 広域回線資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄 COM
2018年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（一次開発）のＲＦＰ関係資料一式 総務部長 2019年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Capa
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（一次開発）のフェーズ1納品物一式 総務部長 2020年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 Capa
2020年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（一次開発）のフェーズ2納品物一式 総務部長 2021年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 Capa
2020年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（一次開発）のフェーズ3納品物一式 総務部長 2021年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 事務室・サーバー 総務部長 廃棄 Capa
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（一次開発）のPMO支援等業務報告資料一式（～2019年6月） 総務部長 2020年4月1日 10年 ー 電子 事務室 総務部長 廃棄 Capa
2019年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（一次開発）のPMO支援等業務報告資料一式（～2019年12月） 総務部長 2020年4月1日 10年 ー 電子 事務室 総務部長 廃棄 Capa
2021年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（実需給期間向け）のＲＦＰ関係資料一式 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Capa
2021年度 総務 情報システム システム開発・改良 容量市場システム（実需給期間向け）の要件確認・基本設計納品物 総務部長 2022年4月1日 ｼｽﾃﾑ廃止＋1年 ー 電子 サーバー 総務部長 廃棄 Capa
2015年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2016年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2016年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2016年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2017年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2017年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2017年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2018年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2018年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2018年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2019年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2019年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2019年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2020年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2020年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2020年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2021年度 総務 文書企画 規程 定款 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2021年度 総務 文書企画 規程 業務規程 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2021年度 総務 文書企画 規程 送配電等業務指針 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2016年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2017年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2017年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2018年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2018年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2019年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2019年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2020年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2020年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2021年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2021年度 総務 文書企画 検討 ルール検討資料 総務部長 2022年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 総務部長 ー
2015年度 総務 業務改善 予算計画 平成27年度予算計画 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務改善 予算計画 平成28年度予算計画 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務改善 予算計画 平成29年度予算計画 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務改善 事業計画 平成27年度事業計画 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務改善 事業計画 平成28年度事業計画 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務改善 事業計画 平成29年度事業計画 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務改善 予算・事業計画 平成30年度予算・事業計画 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務改善 予算・事業計画 平成31・令和元年度予算・事業計画 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務改善 予算・事業計画 令和2年度予算・事業計画 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務改善 予算・事業計画 令和3年度予算・事業計画 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務改善 事業報告 平成27年度事業報告 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務改善 事業報告 平成28年度事業報告 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務改善 事業報告 平成29年度事業報告 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務改善 事業報告 平成30年度事業報告 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務改善 事業報告 平成31・令和元年度事業報告 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 総務 業務改善 事業報告 令和2年度事業報告 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 総務 業務改善 年次報告書 平成27年度年次報告書 総務部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2016年度 総務 業務改善 年次報告書 平成28年度年次報告書 総務部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2017年度 総務 業務改善 年次報告書 平成29年度年次報告書 総務部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2018年度 総務 業務改善 年次報告書 平成30年度年次報告書 総務部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2019年度 総務 業務改善 年次報告書 平成31・令和元年度年次報告書 総務部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
2020年度 総務 業務改善 年次報告書 令和2年度年次報告書 総務部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
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2021年度 総務 業務改善 年次報告書 令和3年度年次報告書 総務部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 総務部長 廃棄
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2015年度 企画 全般 一般 平成27年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2016年度 企画 全般 一般 平成28年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 全般 一般 平成29年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 全般 一般 平成30年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 全般 一般 令和元年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 全般 一般 令和2年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 全般 一般 令和3年度公印申請書（企画部長印） 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2015年度 企画 全般 一般 平成27年度起案書 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2016年度 企画 全般 一般 平成28年度起案書 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2017年度 企画 全般 一般 平成29年度起案書 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2018年度 企画 全般 一般 平成30年度起案書 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2019年度 企画 全般 一般 令和元年度起案書 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2020年度 企画 全般 一般 令和2年度起案書 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子 事務室/サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 全般 一般 令和3年度起案書 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙/電子 事務室/サーバー 企画部長 廃棄
2015年度 企画 全般 一般 平成27年度発信文書（コピー） 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2016年度 企画 全般 一般 平成28年度発信文書（コピー） 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 全般 一般 平成29年度発信文書（コピー） 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 全般 一般 平成30年度発信文書（コピー） 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 全般 一般 令和元年度発信文書（コピー） 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 全般 一般 令和2年度発信文書（コピー） 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 全般 一般 令和3年度発信文書（コピー） 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2015年度 企画 全般 一般 平成27年度発信文書管理簿 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2016年度 企画 全般 一般 平成28年度発信文書管理簿 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 全般 一般 平成29年度発信文書管理簿 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 全般 一般 平成30年度発信文書管理簿 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 全般 一般 令和元年度発信文書管理簿 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 全般 一般 令和2年度発信文書管理簿 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 全般 一般 令和3年度発信文書管理簿 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2015年度 企画 全般 一般 平成27年度持出管理簿 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2015年度 企画 全般 調査 平成27年度 調査報告書 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2016年度 企画 全般 調査 平成28年度 調査報告書 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 全般 調査 平成29年度 調査報告書 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2015年度 企画 調整力等 会議 平成27年度 調整力等に関する委員会 企画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2016年度 企画 調整力等 会議 平成28年度 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 調整力等 会議 平成29年度 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 調整力等 会議 平成30年度 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 調整力等 会議 令和元年度 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 調整力等 会議 令和2年度 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 調整力等 会議 令和3年度 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2016年度 企画 調整力等 会議 平成28年度 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 調整力等 会議 平成29年度 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 調整力等 会議 平成30年度 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 調整力等 会議 令和元年度 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 調整力等 会議 令和2年度 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 調整力等 会議 令和3年度 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 調整力等 会議 平成29年度 需給調整市場検討小委員会 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 調整力等 会議 平成30年度 需給調整市場検討小委員会 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 調整力等 会議 令和元年度 需給調整市場検討小委員会 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 調整力等 会議 令和2年度 需給調整市場検討小委員会 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 調整力等 会議 令和3年度 需給調整市場検討小委員会 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 調整力等 会議 令和3年度 持続的需要変動に関する勉強会 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2016年度 企画 容量市場 会議 平成28年度 容量市場の在り方等に関する勉強会 企画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 容量市場 会議 平成29年度 容量市場の在り方等に関する勉強会 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2017年度 企画 容量市場 会議 平成29年度 容量市場の在り方等に関する検討会 企画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2018年度 企画 容量市場 会議 平成30年度 容量市場の在り方等に関する検討会 企画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2019年度 企画 容量市場 会議 令和元年度 容量市場の在り方等に関する検討会 企画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 容量市場 会議 令和2年度 容量市場の在り方等に関する検討会 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2021年度 企画 容量市場 会議 令和3年度 容量市場の在り方等に関する検討会 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄
2020年度 企画 グリッドコード 会議 令和2年度 グリッドコード検討会 企画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄

法人文書ファイル管理簿（企画部）

2022年4月1日現在



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体種別 保存場所 管理者
保存期間

満了時の措置
備考

法人文書ファイル管理簿（企画部）

2022年4月1日現在

2021年度 企画 グリッドコード 会議 令和3年度 グリッドコード検討会 企画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 企画部長 廃棄



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体種別 保存場所 管理者
保存期間

満了時の措置
備考

2015年度 計画 全般 一般 平成27年度公印申請書（計画部長印、系統アクセス室長印） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 全般 一般 公印管理簿（計画部長印） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2017年度 計画 全般 一般 公印管理簿（系統アクセス室長印） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 全般 一般 公印管理簿_担当部長(系統利用制度対応担当)公印 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2018年度 計画 全般 一般 DVD等管理台帳（計画部） 計画部長 2019年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2018年度 計画 全般 一般 DVD等管理台帳（系統アクセス室） 計画部長 2019年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 全般 一般 平成27年度起案書 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 全般 一般 平成28年度起案書 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 全般 一般 平成29年度起案書 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 全般 一般 平成30年度起案書 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 全般 一般 2019年度起案書 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 全般 一般 2020年度起案書 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 全般 一般 2021年度起案書 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 全般 一般 平成27年度発信文書（計画部） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2016年度 計画 全般 一般 平成28年度発信文書（計画部） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2017年度 計画 全般 一般 平成29年度発信文書（計画部） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2018年度 計画 全般 一般 平成30年度発信文書（計画部） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2019年度 計画 全般 一般 2019年度発信文書（計画部） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2020年度 計画 全般 一般 2020年度発信文書（計画部） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 全般 一般 2021年度発信文書（計画部） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 全般 一般 平成27年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2016年度 計画 全般 一般 平成28年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2017年度 計画 全般 一般 平成29年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2018年度 計画 全般 一般 平成30年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2019年度 計画 全般 一般 2019年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2020年度 計画 全般 一般 2020年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 全般 一般 2021年度文書番号管理簿（計画部） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 全般 情報 2021年度電力系統に関する資料 計画部長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 全般 一般 持出記録簿（計画部） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 全般 一般 持出記録簿（系統アクセス室） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 需要想定 需要想定 平成27年度需要想定 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2016年度 計画 需要想定 需要想定 平成28年度需要想定 計画部長 2017年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2017年度 計画 需要想定 需要想定 平成29年度需要想定 計画部長 2018年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2018年度 計画 需要想定 需要想定 2018年度需要想定 計画部長 2019年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2019年度 計画 需要想定 需要想定 2019年度需要想定 計画部長 2020年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2020年度 計画 需要想定 需要想定 2020年度需要想定 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2021年度 計画 需要想定 需要想定 2021年度需要想定 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 需要想定 需要検証 平成27年度需要実績等 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 需要想定 需要検証 平成28年度需要実績等 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 需要想定 需要検証 平成29年度需要実績等 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 需要想定 需要検証 2018年度需要実績等 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 需要想定 需要検証 2019年度需要実績等 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 需要想定 需要検証 2020年度需要実績等 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 需要想定 需要検証 2021年度需要実績等 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 需給検証 需給検証 2020年度需給検証資料 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2020年度 計画 需給検証 需給検証 2021年度需給検証資料 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 需給検証 需給検証 2022年度需給検証資料 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成27年度供給計画届出書 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成28年度供給計画届出書 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成29年度供給計画届出書 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2017年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成30年度供給計画届出書 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2018年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2019年度供給計画届出書 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2019年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2020年度供給計画届出書 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2020年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2021年度供給計画届出書 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2021年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2022年度供給計画届出書 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成27年度供給計画の案 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成28年度供給計画の案 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成29年度供給計画の案 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2017年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成30年度供給計画の案 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 ＤＶＤ 計画部長 廃棄
2018年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2019年度供給計画の案 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 ＨＤＤ 計画部長 廃棄
2019年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2020年度供給計画の案 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2020年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2021年度供給計画の案 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2022年度供給計画の案 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（平成28年度供給計画） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（平成29年度供給計画） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（平成30年度供給計画） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（2019年度供給計画） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
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2019年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（2020年度供給計画） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2020年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（2021年度供給計画） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 供給計画ヒアリング資料（2022年度供給計画） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成27年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 電子 ＤＶＤ 計画部長 －
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成28年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2017年4月1日 無期限 － 電子 ＤＶＤ 計画部長 －
2016年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成29年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2017年4月1日 無期限 － 電子 ＤＶＤ 計画部長 －
2017年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 平成30年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2018年4月1日 無期限 － 電子 ＤＶＤ 計画部長 －
2018年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2019年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2019年4月1日 無期限 － 電子 ＨＤＤ 計画部長 －
2019年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2020年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2020年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2021年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2021年度 計画 供給計画取りまとめ 供給計画 2022年度供給計画の取りまとめ 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2015年度 計画 設備形成計画 会議 広域系統整備委員会 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2016年度 計画 設備形成計画 会議 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 計画部長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 計画部長 －
2018年度 計画 設備形成計画 会議 広域系統整備委員会電力レジリエンス等に関する小委員会 計画部長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 計画部長 －
2020年度 計画 設備形成計画 会議 広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2020年度 計画 設備形成計画 会議 地内系統の混雑管理に関する勉強会 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 設備形成計画 広域系統長期方針 平成27年度広域系統長期方針 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 延長確認
2016年度 計画 設備形成計画 広域系統長期方針 平成28年度広域系統長期方針 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 計画部長 延長確認
2015年度 計画 設備形成計画 広域系統整備計画 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画（計画策定プロセス　広域系統整備委員会） 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 設備形成計画 広域系統整備計画 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画（計画策定プロセス　理事会・起案書） 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 設備形成計画 広域系統整備計画 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画（計画策定プロセス　コスト等検証委託） 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 設備形成計画 広域系統整備計画 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画（計画策定プロセス）① 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2016年度 計画 設備形成計画 広域系統整備計画 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画（計画策定プロセス）② 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2016年度 計画 設備形成計画 広域系統整備計画 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画（進捗確認）① 計画部長 2017年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長
2015年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 平成27年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2016年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 平成28年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2017年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2017年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 平成29年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2018年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2018年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 平成30年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2019年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2019年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 2019年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2020年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2020年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 2020年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2021年度 計画 設備形成計画 検討開始要件 2021年度計画策定プロセスの検討開始要件適否の状況 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 紙 事務室 計画部長 －
2015年度 計画 設備形成計画 費用負担 平成27年度一般負担基準額の設定 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 設備形成計画 費用負担 平成28年度一般負担の上限額の設定 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 会議 平成27年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 会議 平成28年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 会議 平成29年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 会議 平成30年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 会議 2019年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 会議 2020年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 会議 2021年度系統アクセス進捗会議 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 一般 平成27年度問い合わせ対応 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 一般 平成27年度一般電気事業者対応関係 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 一般 平成27年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 一般 平成28年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 一般 平成29年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 一般 平成30年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 一般 2019年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 一般 2020年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 一般 2021年度系統アクセス業務に係る受付・回答状況 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 一般 平成27年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 一般 平成28年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 一般 平成29年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 一般 平成30年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 一般 2019年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 一般 2020年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 一般 2021年度発信文書（系統アクセス室） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 一般 平成27年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 一般 平成28年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 一般 平成29年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 一般 平成30年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 一般 2019年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 一般 2020年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 一般 2021年度文書番号管理簿（系統アクセス室） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成27年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成28年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成29年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成30年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 事前相談 2019年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 事前相談 2020年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 事前相談 2021年度事前相談関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成27年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
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2016年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成28年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成29年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 事前相談 平成30年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 事前相談 2019年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 事前相談 2020年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 事前相談 2021年度事前相談関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成27年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成28年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成29年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成30年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 接続検討 2019年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 接続検討 2020年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 接続検討 2021年度接続検討関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成27年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成28年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成29年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 接続検討 平成30年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 接続検討 2019年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 接続検討 2020年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 接続検討 2021年度接続検討関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 接続検討要否確認 平成28年度接続検討要否確認関係　個別検討資料（全エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 接続検討要否確認 平成29年度接続検討要否確認関係　個別検討資料（全エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 接続検討要否確認 平成30年度接続検討要否確認関係　個別検討資料（全エリア） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 接続検討要否確認 2019年度接続検討要否確認関係　個別検討資料（全エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 接続検討要否確認 2020年度接続検討要否確認関係　個別検討資料（全エリア） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 系統アクセス 接続検討要否確認 2021年度接続検討要否確認関係　個別検討資料（全エリア） 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 妥当性確認 平成27年度～妥当性確認関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 妥当性確認 平成27年度～妥当性確認関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成27年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成28年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成29年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2018年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成30年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 2019年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 2020年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（東部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成27年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2016年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成28年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2017年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 平成29年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2019年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 2019年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2020年度 計画 系統アクセス 電源接続案件募集プロセス 2020年度電源接続案件募集プロセス関係　個別検討資料（西部エリア） 計画部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 計画部長 廃棄
2021年度 計画 kWhモニタリング kWhモニタリング 2021年度kWhモニタリング検討・実施資料 計画部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 計画部長 廃棄
2015年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　 計画部長 2016年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2016年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_第2段階対応 計画部長 2017年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2017年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_業務規程等変更 計画部長 2018年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2018年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_西暦表記 計画部長 2019年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2019年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_2019年4月版 計画部長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2019年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_2019年5月版 計画部長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2019年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_2019年10月版 計画部長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2020年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_2020年10月版 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2020年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_ノンファーム関係 計画部長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2021年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_計画部組織変更 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2021年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_一括検討プロセス 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2021年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_基幹系ノンファーム導入 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
2021年度 計画 系統アクセス 一般 アクセス検討申込書・回答書様式（記載例含む）　_発電設備等休廃止手続き関連 計画部長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 計画部長 －
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2015年度 運用 全般 一般 平成27年度公印申請書（運用部長印） 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 全般 一般 契約書 運用部長 2016年4月1日 無期限 - 紙 事務室 運用部長 -
2015年度 運用 全般 一般 平成27年度起案書 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2016年度 運用 全般 一般 平成28年度起案書 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2017年度 運用 全般 一般 平成29年度起案書 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 全般 一般 平成30年度起案書 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2019年度 運用 全般 一般 2019年度起案書 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2020年度 運用 全般 一般 2020年度起案書 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2021年度 運用 全般 一般 2021年度起案書 運用部長 2022年4月1日 11年 2032年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 全般 一般 平成27年度発信文書 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 全般 一般 平成28年度発信文書 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 全般 一般 平成29年度発信文書 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 全般 一般 平成30年度発信文書 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 全般 一般 2019年度発信文書 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 全般 一般 2020年度発信文書 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 全般 一般 2021年度発信文書 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 全般 一般 平成27年度文書番号管理簿 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 全般 一般 平成28年度文書番号管理簿 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 全般 一般 平成29年度文書番号管理簿 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 全般 一般 平成30年度文書番号管理簿 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 全般 一般 2019年度文書番号管理簿 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 全般 一般 2020年度文書番号管理簿 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 全般 一般 2021年度文書番号管理簿 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室・サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 全般 会議 平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 需給企画 需給 平成27年度会員需給監視関係 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子（DVD) 事務室 運用部長 廃棄
2016年度 運用 需給企画 需給 平成28年度会員需給監視関係 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子（DVD) 事務室 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 需給 平成29年度会員需給監視関係 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 需給 平成30年度会員需給監視関係 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 需給企画 需給 2019年度会員需給監視関係 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 需給企画 需給 2020年度会員需給監視関係 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 需給企画 需給 2021年度会員需給監視関係 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 需給企画 需給 平成27年度需給バランス評価 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 需給企画 需給 平成28年度需給バランス評価 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 需給 平成29年度需給バランス評価 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 需給 平成30年度需給バランス評価 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 需給企画 需給 2019年度需給バランス評価 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 需給企画 需給 2020年度需給バランス評価 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 需給企画 需給 平成27年度質的評価 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 需給企画 需給 平成28年度質的評価 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 需給 平成29年度質的評価 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 需給 平成30年度質的評価 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 需給企画 需給 2019年度質的評価 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 需給企画 需給 2020年度質的評価 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 需給企画 需給 2021年度質的評価 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 需給企画 需給 再生可能エネルギーの出力抑制 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 需給 事業者計画整合帳票(注意喚起対象事業者一覧 2017上期) 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 需給 事業者計画整合帳票(注意喚起対象事業者一覧 2017下期) 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 需給 事業者計画整合帳票(注意喚起対象事業者一覧 2018上期) 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 需給 事業者計画整合帳票(注意喚起対象事業者一覧 2018下期) 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2019年度 運用 需給企画 需給 事業者計画整合帳票(注意喚起対象事業者一覧 2019上期) 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2019年度 運用 需給企画 需給 事業者計画整合帳票(注意喚起対象事業者一覧 2019下期) 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2015年度 運用 需給企画 連系線利用計画 作業時断面管理票 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 連系線利用計画 連系線の長期的な容量確保の審査 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 連系線利用計画 供給先未定発電事業者等による連系線利用 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 連系線利用計画 連系線利用に係わる新規の認定契約申請 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄

法人文書ファイル管理簿（運用部）

2022年4月1日現在
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2015年度 運用 需給企画 連系線利用計画 平成27年度混雑処理結果報告書 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2016年度 運用 需給企画 連系線利用計画 平成28年度混雑処理結果報告書 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 連系線利用計画 契約統合管理表 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 連系線利用計画 特定託送コード管理表 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 連系線利用計画 変更賦課金判定 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 契約 業務委託契約書 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2017年度 運用 需給企画 会議 連系線新ルール運用作業会 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 需給企画 会議 2018年度連系線に関する運用作業会 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 需給企画 会議 2019年度連系線に関する運用作業会 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 流通技術 会議 平成27年度運用容量検討会 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 流通技術 会議 平成28年度運用容量検討会 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 流通技術 会議 平成29年度運用容量検討会 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 流通技術 会議 平成30年度運用容量検討会 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 流通技術 会議 2019年度運用容量検討会 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 流通技術 会議 2020年度運用容量検討会 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 流通技術 会議 2021年度運用容量検討会 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 流通技術 会議 平成27年度マージン検討会 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2016年度 運用 流通技術 会議 平成28年度マージン検討会 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 流通技術 会議 平成29年度マージン検討会 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 流通技術 会議 平成30年度マージン検討会 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 流通技術 会議 2019年度マージン検討会 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 流通技術 会議 2020年度マージン検討会 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 流通技術 会議 2021年度マージン検討会 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 流通技術 検討 平成27年度作業停電調整資料 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 流通技術 検討 平成28年度作業停電調整資料 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 流通技術 検討 平成29年度作業停電調整資料 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 流通技術 検討 平成30年度作業停電調整資料 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 流通技術 検討 2019年度作業停電調整資料 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 流通技術 検討 2020年度作業停電調整資料 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 流通技術 検討 2021年度作業停電調整資料 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 流通技術 需給 平成28年度需給検証資料 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 流通技術 需給 平成29年度需給検証資料 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 流通技術 需給 平成30年度需給検証資料 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 流通技術 需給 2019年度需給検証資料 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 流通技術 会議 2019年度ブラックアウト定期検証資料 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 流通技術 会議 2020年度ブラックアウト定期検証資料 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 流通技術 会議 2021年度ブラックアウト定期検証資料 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 広域機関システム技術検討図・完成図書 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 紙 書庫 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 広域機関システム試験記録 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 紙 書庫 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 現地施工計画書・着工関係書類 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 仕様打合せ資料・議事録 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 紙 書庫 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 対外説明資料 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 業務仕様調整資料 運用部長 2016年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 運用部長 －
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 工程管理資料 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 電子 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 委託管理資料 運用部長 2016年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 運用部長 －
2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 拠点工事資料 運用部長 2016年4月1日 システム廃止+10年 － 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 広域システム 広域機関システム 2017年度　申請関係 運用部長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2017年度 運用 広域システム 広域機関システム 2017年度　管理簿・台帳関係 運用部長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2017年度 運用 広域システム 広域機関システム 2017年度　現地作業関係書類 運用部長 2018年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄

2018年度 運用 広域システム 広域機関システム 2018年度　申請関係 運用部長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域システム 広域機関システム 2018年度　管理簿・台帳関係 運用部長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域システム 広域機関システム 2018年度　現地作業関係書類 運用部長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄

2019年度 運用 広域システム 広域機関システム 2019年度　申請関係 運用部長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2019年度 運用 広域システム 広域機関システム 2019年度　管理簿・台帳関係 運用部長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2019年度 運用 広域システム 広域機関システム 2019年度　現地作業関係書類 運用部長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体種別 保存場所 管理者
保存期間

満了時の措置
備考

法人文書ファイル管理簿（運用部）

2022年4月1日現在

2020年度 運用 広域システム 広域機関システム 2020年度　申請関係 運用部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2020年度 運用 広域システム 広域機関システム 2020年度　管理簿・台帳関係 運用部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2020年度 運用 広域システム 広域機関システム 2020年度　現地作業関係書類 運用部長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄

2021年度 運用 広域システム 広域機関システム 2021年度　申請関係 運用部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域システム 広域機関システム 2021年度　管理簿・台帳関係 運用部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域システム 広域機関システム 2021年度　現地作業関係書類 運用部長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄

2015年度 運用 広域システム 広域機関システム 各種マスター・コード設定等通知書 運用部長 2016年4月1日 無期限 ー 電子+紙 ｻｰﾊﾞｰ+書庫 運用部長 ー
2017年度 運用 広域システム 広域機関システム 2017年度広域機関システム　利用申込書 運用部長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子+紙 ｻｰﾊﾞｰ+事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域システム 広域機関システム 2018年度広域機関システム　利用申込書 運用部長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子+紙 ｻｰﾊﾞｰ+事務室 運用部長 廃棄
2019年度 運用 広域システム 広域機関システム 2019年度広域機関システム　利用申込書 運用部長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子+紙 ｻｰﾊﾞｰ+事務室 運用部長 廃棄
2020年度 運用 広域システム 広域機関システム 2020年度広域機関システム　利用申込書 運用部長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子+紙 ｻｰﾊﾞｰ+事務室 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域システム 広域機関システム 2021年度広域機関システム　利用申込書 運用部長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子+紙 ｻｰﾊﾞｰ+事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 会議 平成27年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2016年度 運用 広域システム 会議 平成28年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 会議 システム作業会 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 会議 平成27年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 広域システム 会議 平成28年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 広域システム 会議 平成29年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域システム 会議 平成30年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 広域システム 会議 2019年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 広域システム 会議 2020年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域システム 会議 2021年度中給システム連携連絡調整会 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域システム 会議 ベンダー連絡調整会 運用部長 2016年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 運用部長 －
2016年度 運用 広域システム 会議 平成28年度広域機関システム抜本刷新本会議 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 広域システム 会議 平成29年度広域機関システム抜本刷新本会議 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2016年度 運用 広域システム 会議 平成28年度広域機関システムリスクマネジメント会議 運用部長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2017年度 運用 広域システム 会議 平成29年度広域機関システムリスクマネジメント会議 運用部長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域システム 会議 平成30年度広域機関システムリスクマネジメント会議 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2019年度 運用 広域システム 会議 2019年度広域機関システム中長期計画検討会 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2020年度 運用 広域システム 会議 2020年度広域機関システム中長期計画検討会 運用部長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域システム 会議 2021年度外部委託先監査 運用部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域運用センター 日勤 送電系統図 運用部長 2022年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 運用部長 ー
2018年度 運用 広域運用センター 日勤 融通指示訓練 運用部長 2019年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域運用センター 日勤 振替損失率 運用部長 2016年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域運用センター 日勤 全国融通実績総括表 運用部長 2016年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域運用センター 日勤 週間エリア需給バランス 運用部長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域運用センター 当直 事故・全国融通関係資料 運用部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域運用センター 当直 事故・全国融通関係資料(H23東北電力関係) 運用部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 運用部長 廃棄
2015年度 運用 広域運用センター 当直 事故・全国融通関係資料(H23東北地方太平洋沖地震) 運用部長 2016年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域運用センター 当直 事故・全国融通関係資料(H30年9月6日北海道胆振東部地震) 運用部長 2019年4月1日 無期限 ー 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域運用センター 当直 長周期広域周波数調整関係資料 運用部長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2019年度 運用 広域運用センター 当直 引継日誌 運用部長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2021年度 運用 広域運用センター 当直 当直引継確認票 運用部長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域運用センター 当直 電力融通指示所内訓練報告書 運用部長 2019年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄
2018年度 運用 広域運用センター 当直 他電力との業務打ち合わせ 運用部長 2019年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 運用部長 廃棄



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度
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保存期間
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2011年度 再生可能エネルギー 全般 一般 2011年度～2021年度　契約書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄
2012年度 再生可能エネルギー 全般 経済産業省 2012年度～2021年度　申請書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 無期限 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄
2012年度 再生可能エネルギー 全般 経済産業省 2012年度～2021年度　FIT交付金算定結果報告書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 無期限 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄
2012年度 再生可能エネルギー 全般 経済産業省 2012年度～2021年度　納付金算定結果報告書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 無期限 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄
2016年度 再生可能エネルギー 全般 経済産業省 2016年度～2012年度　未納付電気事業者報告書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 無期限 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄
2017年度 再生可能エネルギー 全般 経済産業省 2017年度～2021年度　入札業務に係る報告書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 無期限 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄
2012年度 再生可能エネルギー 全般 経済産業省 2012年度～2020年度　認可通知書 再生可能エネルギー・国際部長 2022年4月1日 無期限 2032年3月31日 紙 第二事務所 再生可能エネルギー・国際部長 廃棄

法人文書ファイル管理簿（再生可能エネルギー・国際部）

2022年4月1日現在



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体種別 保存場所 管理者
保存期間

満了時の措置
備考

なし

法人文書ファイル管理簿（政策調整室）

2022年4月1日現在



電力広域的運営推進機関
法人文書ファイル管理簿

作成・取得
年度

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体種別 保存場所 管理者
保存期間

満了時の措置
備考

2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２７年度起案書 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２８年度起案書 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２９年度起案書 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成30年度起案書 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０１９年度起案書 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２０年度起案書 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2021年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２１年度起案書 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２７年度発信文書 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２８年度発信文書 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２９年度発信文書 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成３０年度発信文書 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０１９年度発信文書 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２０年度発信文書 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2021年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２1年度発信文書 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２７年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２８年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２９年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成３０年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０１９年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２０年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２１年度文書番号管理簿 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２７年度持出記録簿 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２８年度持出記録簿 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成２９年度持出記録簿 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 平成３０年度持出記録簿 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０１９年度持ち出し記録簿 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２０年度持ち出し記録簿 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙・電子 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 一般 ２０２１年度持ち出し記録簿 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙・電子 事務室 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ＡＤＲ認証申請関係資料 紛争解決対応室長 2016年4月1日 無期限 － 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 ー
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ＡＤＲ認証業務に係る法務省への報告書類 紛争解決対応室長 2016年4月1日 無期限 － 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 ー
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 平成２７年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2016年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 平成２８年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2017年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 平成２９年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2018年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 平成３０年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2019年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ２０１９年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ２０２０年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ２０２１年度法務省への変更届出 紛争解決対応室長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 法務省への第1期事業報告書 紛争解決対応室長 2017年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 法務省への第2期事業報告書 紛争解決対応室長 2018年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 法務省への第３期事業報告書 紛争解決対応室長 2019年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 法務省への第４期事業報告書 紛争解決対応室長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 法務省への第5期事業報告書 紛争解決対応室長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 法務省への第6期事業報告書 紛争解決対応室長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 平成２９年度外部研修関連資料 紛争解決対応室長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ 平成３０年度外部研修関連資料 紛争解決対応室長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ２０１９年度外部研修関連資料 紛争解決対応室長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ２０２０年度外部研修関連資料 紛争解決対応室長 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 ＡＤＲ ２０２１年度外部研修関連資料 紛争解決対応室長 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 平成２7年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2016年4月1日 無期限 ー 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 ー
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 平成２８年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2017年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 平成２９年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2018年4月1日 無期限 ー 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 平成３０年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2019年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 ２０１９年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2020年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 ２０２０年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2021年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 ２０２１年度相談・苦情対応管理表 紛争解決対応室長 2022年4月1日 無期限 － 電子 サーバー 紛争解決対応室長 ー
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 平成２９年度個別案件資料（議事録、受領書類等 ） 紛争解決対応室長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 平成３０年度個別案件資料（議事録、受領書類等 ） 紛争解決対応室長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 ２０１９年度個別案件資料（議事録、受領書類等 ） 紛争解決対応室長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿（紛争解決対応室）

2022年4月1日現在

2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 ２０２０年度個別案件資料（議事録、受領書類等 ） 紛争解決対応室長 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 苦情相談 ２０２１年度個別案件資料（議事録、受領書類等 ） 紛争解決対応室長 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 平成２９年度当事者への説明資料 紛争解決対応室長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 平成３０年度当事者への説明資料 紛争解決対応室長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０１９年度当事者への説明資料 紛争解決対応室長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０２０年度当事者への説明資料 紛争解決対応室長 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2021年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０２１年度当事者への説明資料 紛争解決対応室長 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 平成２９年度紛争解決パネルに関する記録 紛争解決対応室長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 平成３０年度紛争解決パネルに関する記録 紛争解決対応室長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０１９年度紛争解決パネルに関する記録 紛争解決対応室長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０２０年度紛争解決パネルに関する記録 紛争解決対応室長 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2021年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０２１年度紛争解決パネルに関する記録 紛争解決対応室長 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 平成２９年度紛争解決パネル委嘱状 紛争解決対応室長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 平成３０年度紛争解決パネル委嘱状 紛争解決対応室長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０１９年度紛争解決パネル委嘱状 紛争解決対応室長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０２０年度紛争解決パネル委嘱状 紛争解決対応室長 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理 ２０２１年度紛争解決パネル委嘱状 紛争解決対応室長 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成２７年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成２８年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成２９年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成３０年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） ２０１９年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） ２０２０年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） ２０２１年度手続実施記録（添付書類を含む） 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙・電子 事務室・サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成２７年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成２８年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成２９年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） 平成３０年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） ２０１９年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） ２０２０年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 紛争処理（あっせん・調停） ２０２１年度あっせん手続における議事録 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 平成２７年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 平成２８年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 平成２９年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 平成３０年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 ２０１９年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 ２０２０年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
202１年度 紛争解決対応 紛争解決対応 指導・勧告 ２０２１年度事実関係調査記録 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2015年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 平成２７年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2016年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 平成２８年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2017年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 平成２９年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2018年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 平成３０年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2019年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 ２０１９年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2020年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 ２０２０年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
2021年度 紛争解決対応 紛争解決対応 報告・資料提出 ２０２１年度会員への依頼・報告に関する資料 紛争解決対応室長 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバー 紛争解決対応室長 廃棄
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2016年度 監査 全般 一般 平成28年度起案書 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2017年度 監査 全般 一般 平成29年度起案書 監査室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2018年度 監査 全般 一般 2018年度起案書 監査室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2020年度 監査 全般 一般 2020年度起案書 監査室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2021年度 監査 全般 一般 2021年度起案書 監査室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2016年度 監査 全般 一般 平成28年度発信文書 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2016年度 監査 全般 一般 平成28年度文書番号管理簿 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2016年度 監査 全般 一般 平成28年度持出記録簿 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2017年度 監査 全般 一般 平成29年度持出記録簿 監査室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2018年度 監査 全般 一般 2018年度持出記録簿 監査室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2019年度 監査 全般 一般 2019年度持出記録簿 監査室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室長 廃棄
2015年度 監査 監査室 実施要領 平成27年度監査室内部監査実施要領・様式 監査室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2015年度 監査 監査室 年度計画 平成27年度監査室内部監査計画書 監査室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2015年度 監査 監査室 年度計画 平成28年度監査室内部監査計画書 監査室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2016年度 監査 監査室 年度計画 平成29年度監査室内部監査計画書 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2017年度 監査 監査室 年度計画 平成30年度監査室内部監査計画書 監査室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2018年度 監査 監査室 年度計画 2019年度監査室内部監査計画書 監査室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2019年度 監査 監査室 年度計画 2020年度監査室内部監査計画書 監査室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2020年度 監査 監査室 年度計画 2021年度監査室内部監査計画書 監査室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2021年度 監査 監査室 年度計画 2022年度監査室内部監査計画書 監査室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2017年度 監査 監査室 監査室監査 平成29年度個別監査資料 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2018年度 監査 監査室 監査室監査 2018年度個別監査資料 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2019年度 監査 監査室 監査室監査 2019年度個別監査資料 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2020年度 監査 監査室 監査室監査 2020年度個別監査資料 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2021年度 監査 監査室 監査室監査 2021年度個別監査資料 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2017年度 監査 監査室 監査室監査 平成29年度内部監査報告 監査室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2018年度 監査 監査室 監査室監査 2018年度内部監査報告 監査室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2019年度 監査 監査室 監査室監査 2019年度内部監査報告 監査室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2020年度 監査 監査室 監査室監査 2020年度内部監査報告 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2021年度 監査 監査室 監査室監査 2021年度内部監査報告 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2019年度 監査 監査室 研修 2019年度内部監査研修資料 監査室長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2016年度 監査 監査室 委員会 第三者評価委員会資料 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙・電子 事務室 監査室長 廃棄
2015年度 監査 監事支援 年度計画 平成27年度監事監査計画書 監査室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2015年度 監査 監事支援 年度計画 平成28年度監事監査計画書 監査室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2016年度 監査 監事支援 年度計画 平成29年度監事監査計画書 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2017年度 監査 監事支援 年度計画 平成30年度監事監査計画書 監査室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2018年度 監査 監事支援 年度計画 2019年度監事監査計画書 監査室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2019年度 監査 監事支援 年度計画 2020年度監事監査計画書 監査室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2020年度 監査 監事支援 年度計画 2021年度監事監査計画書 監査室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄
2021年度 監査 監事支援 年度計画 2022年度監事監査計画書 監査室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバー 監査室長 廃棄

法人文書ファイル管理簿（監査室）

2022年4月1日現在
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